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日本弘道雲曾主意

ｌ−ＩｌＩ

日本弘道書の主張

一︑人格の完成に努力し以て家庭画家世界人類の矯めに奉仕する
所以の根本を樹立すること

二︑物質的生活偏重の弊責を脱し精祁的生活の向上護達を期する

三︑物質的生活を以て心を累はきざらんが偽め各其の程度に雁じ

日本弘道曾は明治九年故西村茂樹こと

一先生の創立に係り其主邑昏とする所四︑鐸唾確津獅趨維銅挙匪峰に健全なる趣味の養成に努め一は以

て生活の没趣味に陥るを防ぎ一は以て精禰的生活の向上鰻達

は邦人の道徳を高くし圃家の基礎に資すること

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級の共存が耐
曾的生活の必須係件たることを朋にすること
を葦固にせんとするにあり而して六ｐ八類共存の本義に擦り他圃民に封する敬愛の精榊を養成し彼
我識力して世界文化の壁達と人類禰証の増進とに寄興せんこ

儒教哲畢及宗教の一方に偏椅せず七︑睡疎卿鐘鐸嘩鯉家の統制の下に於てのみ完全に遂げらる瓦も

のなれば荷も言論行動にして画家の基礎を危くするの虞有る

一諸教の長所を探り明治二十三年十ものなれば之を排すること

八︑職業地位の如何に論無く一身の画家に繁ることを知り念々団

九︑画家と一磯不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し園民畢つ
て圃鴨の尊厳を溌揚するに努むること

毎月三十日の聖詔を遵奉し本曾の要家の二字を忘るべからざる事

ｂｂ

一を賞現し国運の隆昌を協翼せしむることを期すること

一領を賞行するを目的とす一十︑覗先の遺志を繕承し列璽の大訓を遵奉し以て君臣一徳の理想
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日本弘道曾

含耐西村泊翁先生ノ惇記ハ其ノ後博記刊行含委員長伯爵松平直亮氏ノ指導監修
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日本弘道曾一
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チ弘ムルノ上二資スル所アラムトス︒五来博士ハ現下欧米ノ政治及思想界ノ状
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一金壷千八百八拾五園六拾九鍾也支出金
｜差引残金六百審拾六圃拾獄鐙也

−此金額を以て雨閣下功勢感謝記念の篤固書を購入して本曾の文庫に納め以て雨

を委嘱譲したり

諮議文筆博士吉田静致氏諮議文畢博士吉田熊次氏萄
諮議文筆博士宇野哲人氏諮議文畢博士春山作樹氏︾

徳川雷長松卒顧問功勢感謝記念園書選定委員

閣下に封する曾員の誠意を永久に記念する事とし左の諸氏に記念圏書選定委員
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政治は道徳の内にある者か︑道徳の外にある者か︑是尤も畢者の考究せざるべからざる所な

１１

り︒道徳の喋目は大畢の書善く之を言へｂ・日く致知格物なり︑日く誠意なり︑日く正心なり

日く修身なり︑日く香家なり︑日く治国なり︑日く卒天下なり︑西閏哲畢家の道徳を説くに其

目亦之に同じ︑日く一身の道徳なり︑日く一家の道徳な︐︑日く一風の道徳なり︑日く世界の

︲１１１．卜．ｌＬｌｌｌｌ．︲１１１トトーー︲１．１１︲１．１︲１．１１︲１．１１１︲１．ｌＩＬｆｌ・

も可なるべし︒︵明琶千一革︶

ｌｂＪ︲１１︲Ｉ卜︲トー．−︲Ｉｂｆ

７６︐．１卜．１１︲Ｉ︲Ｐ・ｌｒｈｆ︲１ＦＬ︑ｆｂ︑ノＬ︑ノ巳︑ｊ

ｑ１〃ｈＩぴ皿︲〃
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︑︑〃０１ａ■︑″︑ｊ０︑″０︑〃６︑″ｌ︑〃０−

の畢科︑即政治法ゞ律の畢科を以て別に考究せざるべからざる者となれ︐︒然れば政治の精祁と一
根礎とは道徳の腫域内に其地位を固定すれども︑共方法と術策とは道徳と離れて別立すと云ふく

に包含する者なれども︐其の包含する所は特に其精祁其根礎にして︑方法術策に至りては︑他一

術策を考究し︑道徳肇と並び立って一の大畢科となれり︒是に由りて観れば政治翠は道徳の内一

み遼以て圃家を治むくからざる乙ととなり︑是に於て政治翠︑法律肇なる者起り︑政治の方法一

後世に至るに及び︑人心も智巧詐僑に長じ慾世事も複雑繁冗となれるを以て︑徒に道徳の理の一

恥︾挫叫牢峰醍蹄恥霊劃岬︾咽︾︾︾州州滑陸畢一峨呼︾吟坐梱耐︾幸平︾諦坐叫州銅也岬峠一

くし︑一画に封しては一函を善くする者なり︑一身一家を善くすることだけは︑ 道徳の庭域内

係する所の者を善くするの道なり︑即ち我身に封しては我身を善くし︑一家に封しては一・家を善

開くの道なれば︑西圃の哲畢にて之を必須の肇とすることは無論なり︑凡そ道徳とは総て我開

道徳なり︑誠意正心は一身の道徳の中に包含し致和格物は濁り道徳の事に限らず︑総て知識を
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明治節の佳辰を遮へ奉る

曹長伯爵徳川達孝

菊は馨れり︒雁は度れり︒秋高くして気澄む︒是の時を以て明治節の佳辰を遼へ奉つるは︑今年亦昨年の如
く︑明年亦又今年の如く︑永遠に減はる所なかるくし﹀

明治天皇は︑是の日を以て降誕あらせられたり︒言はば明治の盛代は︑是の日を以て源を渡せり︒歪地球の
上に︑威武と信義と︑平和と繁柴とを打って一丸となしたる︑東海の君子閏が︑二手年の大古より︑寓世一系

の天皇を奉戴し︑皇統連綿として︑賓昨無窮に隆へさせらる上の奇瞭を︑所謂極東の一角に体へ来り︑光輝を
中外に耀かさしめたるが篇め︑欧米の列弧をして︑始めて共の偉大なる存在を驚歎せしめ︑枇界歴史の幾頁は

ば︑︾県に突如として胴起し︑短日月の間を以て長足の進歩を遂げたる︑一大奇異を記述するが鰯めに︑必らず

斯の如き異彩を放てる新文明図の︑拾かも天より降りしか︑地より湧きしかと錠はる︑ぼど︑彼の図より観れ

提供せられざるを得ざるに至りしはや其の第一濫鰯や正しく今より八十年の前なる︑嘉氷五年壬子の歳九月二
十二日︑即はち陽暦十一月三日に在り︒︑

明治元年には︑御年十七歳にゐらせられたり︒御父孝明天皇には︑慶雁二年十二〃一千五日︑毒一千六歳を

以て崩御あらせられ︑明治天皇には︑同三年正月九日︑御年十六歳を以て践詐せられ︑同四年八月一千七日︑御

年十七歳を以て即位あらせ給ひ︑同年九月八日︑明治と改元せられたり︒されば明治の聖代は︑御年十七歳
の御時より始まりしと雌ども︑御宇は一年八箇月前の践詐あらせられたる御年十六歳の御時より始まりしなり︒

さなり︑御年十六歳よりの御宇は︑六十四年前よりの事なれども︑されど明治天皇の叡明無比にゐらせ
らる上天蚕を具へさせ給ひ諺始めて天津日嗣として世にあれましつるは︑明治の御宇に於ける天長節とし
て奉祝し︑昭和の御代に於ける明治として追慕し奉つる御降誕の佳辰に始まる︒縦しや明治節は︑昭和二年

の三月二百を以て制定せられし所に係り︑随て今年は第六次の佳辰に常るとするも︑全く形式を超越しや資質

に立脚して老ふるときは︑此の節たる︑雷に明治天皇幻降誕あらせ給ひし八十年前の是の日を奉呪し︑併せ

て御一代の盛徳を追慕景仰するに外ならず︒されば斯の佳辰に含蓄せらる上の意義や︑定に深逗無限なりと謂

／

4

ろ奉へ逝老辰佳の節治明

紀元節は︑我帝函の誕生ありし日なり︒祁園としての誕生は︑間より皇腿天照大紳の御時︑通たる神代に

ふ可し︒

属すと雌ども︑帝国としての誕生は︑河に皇宗祁武天皇の橿原宮に即位あらせられし日に在り︒其の時に至

れど明治節は︑紀元節の如く︑銀苦の結末を告げ︑群瑞に充ちたる帝閲誕生の吉慶に溢れたるの佳辰たると︑

るまで︑太和平定の篇め︑如何に兇族進剥の戦場に難苦を誉めさせられしかは︑団史の明記する所に係る︒さ

させ給ひし︑固歩銀難︑前古無比の秋を経させられしは︑申すも愚かなり︒既に践詐あらせられしより︑王政

少しく其の選を異にし︑責に降誕あらせられてより御年士ハ歳の践詐に至らせらる上間の御父帝哀襟を勢せ

復古︑明治維新の大業を成就辻され給ふに至るまでの総念︑其れ将た如何ばかりなりしぞ︒即位ありし明
治の御宇に入りてより︑中外の事亦多端にして︑爾来は図際の班に伍せられし鴬め︑新たなる充賞の日本を築
き上げ給ふの御辛勢と御努力とは︑其れ婚た如何ばかりなりしか︒されば御降誕あら迭給ひしよりの御銀苦︑

年毎に加はりこそはしたれ︑一と年として叡慮安らかにゐらせ給ひしは之れなかりしなり︒明治節に赫赫の

大なる世界の奇蹟として胎させられし︑歴史の第一頁を附かしめ給ひしに是れ由る︒難苦中の光輝︑是れ明治

光あるは︑狗に此の千鞭寓苦の間断なく連綾し来りし間に︑偉大なる日本を打建て給ひし︑新興日本の誕生を

昔し宋の太耐は︑群臣より千秋節の賀を受けらる上を請ひたるに封し︑誕生は吉慶なれども︑胎内に在りし

色な
なり
りく
︒
節の一一
大大猫特色

蕊

時より︑母の努苦至大なりしを恩ひ︑是の日慶賀を受くるに忍びずとて︑途に之が制定を許されられざりしと聞

く︒孝心深かりし宋の太旭には︑母の雛苦矛恩ひ起し︑︺県に堪へざるものありしと同じく︑我新興日本の誕生
には︑宋の太組固より夢にだも想像し得られざるほどの︑辛努と努力とを積み給ひし︑明治天皇の難苦を追憶

するは︑頁に天皇と追慕し奉つる反正誠忠の至傭たるべし︒我日本弘道金目且の道徳風教を本位とするの心を

以て︑斯の佳辰を遼へ奉つるは︑願念ふに他と異なるものなきを得ざるくし︒明治節の佳辰こそ︑連に是れ恥

菊は何のために韓り︑雁は何れよりして度るか︒寓木黄落百花凋袋の時を以て︑猫り霜に微る︒安逸何れに

明治天皇の新興日本を生まさせられたる千難苦︑寓努力の偉大なる結晶の光輝を仰ぎ奉つるの日なるべけれ︒

ありや︒優一采何れにありや︒天地雲﹂解︑金風諏殺の季を以て︑濁り室を度る︒荒怠何れにありや︒放縦何れに

ありや︒唯勇気と力行とあるのみ︒偏へに遇進と厳粛とあるのみ︒明治節の佳辰に方り︑地に菊花匂ひ︑天に
雁行機はるもの︑天意其れ此に在るか︒

生更力自の済錘民園
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圃民経済の自力更生

文四

郎

に営面しつ上あるもので︑所調︑時局の重大性を帯ぴつ上あ

が財界のみなら歩一般に我が固蓮は今や極めて正大なる時期

を脱出し︑現状を打解して︑好景莱を持ち来らすべく︑努力

ろものなること敢て言ふまでもなく︑何とかして此の不景気

ればならなくなったのである︒素より不景気は欺迎せられざ

の現象で好景気には見放され︑打綾く不景気に偶まされなけ

には時登所謂中間景気なるもの護生したりしも︑そは一時的

る時であり︑団家の非常時でもある︒而して我が財界の窮迫

年春︑大恐流を経験しなくてはなら近くなり︑以来︑我が国

は其の由来する所︑久しく︑相営の歳月を経過し︑而も何時

せらる上に至るや之れ又営然である︒

の炊を呈したのである︒併したがら︑斯の如き︑欣態は久し

り︑団際貸借は著しく我団に有利となり︑正貨の流入相次で

不足を告げ︑輸出は鯵しく激増して︑巨大なる輸出超過に底

幅撰し来りて︑如何に其の川産を増加するも︑尚ぼ且つ其の

戦零の営時とそは流石に我が生産品に封する世界的の需要︑

に云は堂デフレーションの方法であり︑金の輸出解禁を中心

我が政椛を掌握しつ上ありし間に資行したりし方法で︑簡軍

は積極策である︒鼓に消極策と濡するは主として民政薫が︑

の分類は極めて平凡ではあるが︑第一は消極策であり︑第二

られたが︑之を大別すれば二極にすることが出来る︒即ち其

鼓に於て此の不景気を征服すべく︑種交なる手段方法が執

のなりといふことを得るものである︒資に我が財界は世界大

難く︑刀折れ箭識きんとするの状勢の下に苦脳しつ上あるも

に至りて其の改善を課期し得るや︑何人も之を藤知するとと

我が財界が今尚ほ極めて困難液る事情の下に置かれて居る

間もなく︑いち早く︑我図には共の反動襲来し︑既に大正九

きを維持すること難くして︑世界大戦争共の経り遂告ぐるや

部

ことは素より何人も之を否定することは出来ぬ︒否︑獅り我

一

服
起り︑通貨信州は膨脹して物償は暴騰し︑財界は極めて般賑

二

』
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し︑輸出は少なく輸入は多く︑闘際貸借︑我国に不利とな

窮迫したるは之れ我が国際貿易が常に輸入超過の一方に偏

政策の理論的根擁は世界大戦零経了後我が財界が富に甚しく

とする金融政策を主要なるものとするのである︒而して此の

我団は久しく金の輸出を禁止しつ上ありしが故に流出すべき

園には詮りに多くの金が蓄稜され過ぎて居る︒少厳くとも︑

つあれば之を解禁するのが︑何よりも差常り肝要である︒我︾

節約が必要であり︑就中︑金の輸出を久しきに亘り禁止しつ

の慣格を低廉にして︑闘際経済的競争の上に於て経に優越な

閏際貸借とを逆勢に導くのである︒先づ物慣を引下げ輸出品

に︑輸出は少なく︑輸入は多く︑そが篇めに我が固際貿易と

良にして其の慣格低廉なるものと競争するとと能はざるが故

品質之れに伴はす︑時には粗製高債であり︑園際経済上︑優

して︑我が物債にして低落するに於ては︑外国より我剛に物

喚起し︑輸出を奨働し︑之を振興するに至るべく︑之れに反

が雀しく粗製慌造にあらざる限り︑必ずや外図よりの需要を

物債にして下落するに至れば低廉なる慣格の輸出品は︑それ

達ない︒之れが最も簡単にして容易なる近道である︑而して

するに至れば信川も自らにして牧紬し︑物便を引下ぐるに相

は外国に流出するに至るべく︑金にして外国に流出し︑減少

に我が物価を高めて居る︒それゆへ︑金を解禁すれば勢ひ金

る地位を占め得るものとならしめなければならない︒之れが

資を輸入するも︑我が内地の物償安く︑之れに競争すること

金は外国に輸出されず︑園内に停滞して︑固際経済上比較的

肝要である︒さうして︑之れか篇めには物慣は一方に於ては

原因は我が物慨が高きに過ぐといふにある︒即ち物慣高く︑

生産品と他方に於ては通貨使用との開係に依りて決定せらる

は輸入が減少して輸出は増加することＬなり︑其の結果︑輸

能はざるが故に自ら輸入は制限せられ減少し︑鼓に団際貿易

り︑そが我が財界を大に墜迫するによるもので︑其の根本的

上ものであるから︑物債を引下ぐるが篤めには先づ何よりも

入超過大に減少するか︑或は凡てが好都合に運べば︑輸出超

通貨と信用とを牧縮せしめなければならない︒信州は之た又
た種々左る事情によりて或は膨脹し︑或は牧縮するものでは

もなく大に改善せられ︑今迄の阿際貸借開係に依る我が財界

の唾迫は締麗に拭ひさらるべく時には正貨︑我国に流入して

過にさへもなるべく︑然るときは我が圃際貸借開係は言ふ迄

あるから︑先づ通貨を吹縮せしめなければならぬと考へられ

あるといふのである︒

大に我が財界を好鱒し︑上景気を招来することＬもなるので

あれど︑通貨にして牧縮し︑減少するに於ては信州もまた︑

た︒此の通貨と信用とを︑之れ又た牧縮するが篇めには︑之

他に特別なる事情なき限り︑牧締するの開係を有するもので

れにもまた種交なる手段方法あれど︑行財政の整理︑消費の

生更力自の済腔民園
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金は斯くして解禁された厚
一一一

然るに其の結果はどうであったか︒金は解禁せられて其の
流出︑自由であり容易となり︑盛んに外図に輪出せられて︑

ととＬなったのである︒簡単に安ければ責れるといふ原理は

資際に行はれざるに至ったのである︒輸出増進︑輸入減少︑

を望まれざるが営然だといふこと上なったのである︒藤期に

輸入超過の減退或は輸出超過といふが如きは素より容易に之

あったか︒物価の下落と︑事業牧益の減少若くは損失と︑失

否准諜期に反するのみならず︑其の癒し得たる結果は何で

反する彩しいと言はなければ底らない︒

業者の増加と︑貨幣慨値の騰貴に基く債務肴負推の過重苦痛

ドシノ︑︑減少することＡなった︒金の減少は通貨信川を牧縮

上までは蕨期せられた通りであり︑常に経済畢理の示す通り

せしめ︑相営大きなる勢を以て物便を下落せしめ始めた︒と

では到底救はれない︒経済剛難の藍が到る虎に叫ばれた︺而

と即ち一般不景気の深刻代に外ならなかったのである︒之恥

も鍛一初に我団に盛んに金の輸出解禁が叫ぱた︑図諭は大方之

である︒しかしながら我が物債下落したるが篇めに輸入は減
ることではあるが︑其の課期せられたる蚊果は殆んど全然之

少し︑輸出は増加するかと見れば︑凡て人皆な之を諜期した

と事資に見るとと能はざるの状態となった︒勿論多少は輸出
は容易となり︑輸入は困難となったであらふ︒しかしそれが

に豆る我が図の不景気が解消され︑財界は一陽来復︑再び景

支持して︑柊に金を解禁せしめたのは之れによりて︑久しき

気回復して繁柴に導かれるであらうことを信じたのによるに

に一致し︑雷同し諺其の人気を負ふて成立したる涜口内閣を

輸入超過の金額を大に減少せしむるか︑或は進んで積極的に
園際貿易を輸出超過にするといふが如きは夢にも期待し得ら

の反封で︑表裏︑其の虚を異にし︑固民は一般に大に苦脳せ

外遊らぬのである︒然るに其の輿へられたる結果は全然︑其

それも其の筈で︑世界は凡て深刻なる不景気に蕊はれ購買

ざるを得ざることとなった︒欺かれたと信歩るも亦止むを得

れざるものなることが明瞭となった︒

力は著しく減少し諺その上︑世界執れもその深刻なる不景気

ざることである︒

国民は欺かれたとも云ひ得るのであるが︑併し経済原理よ

四

を征服するが馬めに画内に於ては図産を奨胤し︑閣外に謝し
ては外団品の自由に自園に浸入し︑自画産業を墜迫するの厄

を苑る上が篇めに関税を引上ぐるとと上なしたれば︑輸出品
は縦令安くも容易に固際経済的市場に其の販路を求め得ざる

■●

﹁ｑＩＪ
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ることを欲する︒而して我が財界は金を解禁したるが故に物

り之を見れば不景気の襲来するは之れ素より避くぺからざる

斯様に立論するのである︒之れ素より一雁の論理たるや敢て

状勢を上景気に導くのは此の以外に方法はないのである︒と

気は好鱒するに至るの端緒が開かるるのである︒我が財界の

五

言ふまでもない︒

必然である︒但し函民は不景気を好まぬ︒財界を好韓せしむ
債暴落し︑不景気襲来したるものなれば︑今度は其の反封に
金の輸出を禁止すれば︑物慨は鵬貴すべく︑景気は回復する

斯くして我国の経済政策は一愛して消極主義が積極主義と

に至るべしと信じ︑金の輸出解禁の其の反濁︑即ち金の輸出
再禁止を主張する聾が俄かに高くなって来た︒勿論︑其虚に

た︒素より常時︑英図が既に金本位を離脱したことや︑凋逸

が其の財政繰済の行詰りを暴露したことや︑或は其他前後相

なり︑金は犬養内閣の成立と共に再び其の輸出を禁止され

次ぐ多くの図だが金の輸出を再禁止するに至りしととも︑我

も経済はある︒即ち金の輸出を禁止すれば︑篤替相場は必然
園内に於て多少騰貴するも︑なぼ篤替相場の下落は我が回の

低落すべく︑篤替相場にして下落すれば︑我が輸出品は縦令
鍔外債値を引下ぐるものなるが故に︑封外的には従前よりも

に取り立て上言ふ迄もない︒然るに金の輸出再禁止の蚊果は

果してどうであったか︒鍵念ながら今度も叉諜期の致果を納

国の金輪出禁止に少なからざる影響を及ぼしたるは︑別に鼓

入は篤替相場の下落し︑我が園の濁外慣値の下落するだけ︑

か︑却って減退し︑輸入は減少せざるのみか︑却って増加し

むるととが出雷来ないのである︒輸出は革も増進せざるのみ

の注文増加して︑輸出を増加することとなり︑之に反して輸

それだけ封外的に其の購買力を減少せしむることとなり︑園

低廉となるべく︑安き輸出品は其の需要を喚起し︑外固より

の封外的購買力の減少はそれだけ︑我が輸入品の慣格を騰貴

気はよくならない︒それも其の筈で︑金の輸出を禁止すれば

しも改善せず︑却って改悪するの状勢となったのである︒景

よりも輸入超過却って増加し︑闘際貿易も団際貸借も共に少

加することとならば︑輸入超過を減退せしむるか︑或は固際

其の結果は前年︑即ち金の輸出を解禁せられつ比ありし常時

貿易を輸出超過となし︑園際貸借を改善し︑之によりて多年

だけでは容易に輸出振興にはならないのである︒即ち金の輪

篤替は下落するには相達ないが︑軍に篤替が下落したといふ

せしむることとなり︑輸入品の便格の騰貴はその需要を抑制

国際貸借の逆勢によりて我が財界を墜迫したる︑其の墜力を

し︑輸入を減少せしむることとなる︒輸入は減少し輸出は増

徹騒若くは軽減することとなり︑鼓に財界は改善せられ︑景

生更力自の済羅民函
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まで行くか︑何人も之を誤断することが出来なくなる︒恐ら

陵せしむるもので無標準となすものであり︑其の下落がどこ

出禁止は篤替を下落せしむるも︑それは篤替の標準を全然撤

は立たない︒加之︑篤替相場の前途大に低落すとのことなら

登達を阻凝することとなる︒之れでは財界は好蝉するの見込

と左り︑其の取引大に投機的性質を帯ぶることとなり︑其の

下落すにば︑我が輸出品は封外的に其の慣格低落することと

此の先︑益麦低落に向ふものと信ぜしめる︒篤替相場にして

億面もなく公表するとすれば篤替の暴落は営然だと思推され

ざる以上は篤替下藩の割合に騰貴せ歩︑一般的には購買力の

替の開係上︑騰貴すべき理なるも︑園内に於ける需要増加せ

されないのである︒園内の物慣は外圃よりの輸入品だけは篤

益交下落することとなる︑財界の前途は容易に楽槻するを許

るとととなり︑そは多く弗買ひの形態を以て行はれ︑篤替は

逃避を禁せざるに於ては︑賓本は海外に透られ︑放賓牡らる

なり︑輸出品慣格の低落は其の輸出を増進せしむるが如き

増加なき限り︑昇鵬せず︑物債容易に騰貴せざるが故に一般

ば︑回の憤慨それだけ減少するものなれば︑若し資本の海外

も︑資は其の反封で︑外図の我が輸出品購入者は我が輸出品

く下落は益々甚しかるべしと諜想せしむる︒其の上︑新平慣

が前途益凌下落するものとすれば︑今の内に急ぎて仕入るる

軽減されず︑景気の回復はその望み甚だ薄弱なるものとなる

産業は殆んど見るべき改善の資を示さず叉︑債務者の負播は

五分の一切り下げなどと堂堂たる天下の大政薫が其の黛議を

は其の仕入品の債格の下落で︑利益する所ではなく︑却って

心も

一般悶民は再び欺かれたりとの感を懐くも又止むを得ぬ次

のである︒

諜測すること能はざる損害を蒙ることとなるものなれば︑其
の買入を見合はせ︑之を見送ることとなる︒輸出は減少して

も︑増加する見込は立たないのである︒輸入は叉其の反封

さればとて金の輸出を禁止しても尚ぼ景気は好韓せぬのであ

る︒そこへ以て来て︑満洲事件は起る︒それも最初の程はそ

第なりと云はいばならない︒金を解禁しても景気は直らず︑

れで多少の愛化を見るべく︑時に依れは財界の状勢を改善せ

で︑輸入品は篤替の下落により前途益交騰貴すぺしと信ぜら

とならざるを得ないのである︒殊に金の輸出禁止に依りて篤

即ち見越輸入に依りて輸入は増加する︒悶際貿易は輸入超過

程の故果はなく︑却って団際聯盟の干渉や︑衝突で︑財界は

しむるものなるが如くに思惟せられたれども︑是れ叉︑念ふ

ろろが故に騰貴せざる今の内に輸入せんとするもの増加し︑

動椛常なきこととなるが故に︑閏際貿易は此の篤替相場の甚

其の解決に少なからざる掛念と決心とを要求せらるるに至つ

替相場は一定の標準を失ひ︑其の下落は言ふ迄も産く︑其の
しき動揺に依りて︑利益ありと念ひし取引も損失を蒙ること
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資するが篇めの費用承認︑白く公益質屋増設費補助︑日く中

起すが篇めの借入金利子補給︑白く農町漁村に雷療機闘を充

等為枚畢に連あらざるものがある亨此等は畢覚するに︑救済

艦船修繕︑造艦純上げ︑娠信行の大船解鴨︑造船計謹の賞現

たのである︒

財界の前途は好蒋の見込少なく︑不景気は直らぬ︒否な︑

の篇めに低利黄金を供給するとか︑或は生活費金を貸付くる

小商工業者に仕事を典ふるが馬めの陸軍兵器被服製作︑海軍

却って不景気は益交深刻化し︑米も安い︑繭も安い︑借金の

とか︑或は醜に貸付けたるもの上俄還を延期するとか︑整理

︷へ

に至った︑憂欝たらざろを得ぬのであるｕ此の儲では到底や

するとか︑或は損失を補償するとか︑或は仕事を典ふるとか

負措苦痛は念狗加はり︑農村は夙に悲鳴を畢げざるを得ざる

或は其他の資金若くは費用を典ふるもので︑素より現下の我

が園の状態としては必要なるもので︑多くは時宜に適したる

は我が財界は如何に成り行くべきや︑経には行詰りが到来し

ものと云ふべきである︒又それは止むを得ざるものなりとい

り切れぬのである︒然し斯る状勢を其の侭に放任するに於て

る︒と一般に斯様に老へられた︒時局は所謂重大性を特ぴる

何事か暴溌せぬとも限らぬ︒憂慮すべき状態となったのであ

ふべきであらふ︒

しむる篤めの資金貸付︑口く︑農家維管資金融通︑白く農家

部低利資金貸付金の償還延期︑白く産業組合資金を流通化せ

動・産抵営の資金化を固るか篇めの低利費金の融通︑白く預金

せられた︒白く︑農村救済の馬めの土木事業の賞行︑日く不

帝団議含は之が篇めに招集せられ︑極掩なる救済方法が決定

殊に農村︑中小考工業者の救湾策が直剣に討究せられ︑臨時

の外はないと思惟せられたのである︒鼓に於て一般に財界︑

に傾くは之れ大に注意し警戒しなければならぬことである︒

団ぞ民の大部分が救済に熱中し︑其の心理的傾向が他力本願

時最も時宜に適したるものと信ぜられたるは勿論ながら︑一

ものは止むを得歩といふもの上︑又執られたる手段方法は富

角救湾運動が多きに過ぐるの傾向がありはせ砲か︒必要なる

状勢を現はさなかったか︒畔と場合にも依れど︑我図には兎

無かったか︒自力主義を忘れて甚しく他力本願なるかの如き

れが篇めに狂奔し綾けてそれに熱中するの状態を示すことは

も救済の謹高く︑何が何んでも政府の救済に綴らんとし︑そ

さり左がら︑臨時議曾︑開含営時に於ては我餌には除りに

とととをつたのである︒

負債整理の魚めの貸付︑白く米穀需給特別曾計姿金増額︑日

これに封する方策は如何にすべきや︒兎に角之を救済する

く農村計霊助成︑白く小額債務調停法診白く地方救済事業を

産更力自の済錘民囲
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に依りて救済せらるるは︑之れ図民の一部が他の一部の或は

抑も我が財界の困難は素より我が函民経済︑是れ自鵠に内

あり︑他力ではないのである︒自ら自らを救ふ以上は共虚に

である︒救済は結局︑其れ自ら自らを救済するもので自力で

自己をも包含したる全部の圃民によりて救済されつ入あるの

在する所の特別なる事慌により︑惹起されつＬあるものなる

賢明底る認識と判断がなくてはならぬ︒又其の一部が他の一

七

とと敢て言ふまでもなきことなれども︑其れと同時に︑我が

又︑現在の我国は其の救済賓金を租税の方法に依らずして

国の如く︑其の図民経済の機構が大に閏際経済と極めて密接
界を不景気たらしむる︑一つの大なる勢力を有するもので︑

公債によりて之を調達せんとしつ上ある︒公偵は現在の負措

立自尊心に富む国民の潔しとせざるべきものである︒

現に所謂世界的不景気の如きは︑我が財界の現状︑此の不景

部によりて救済せらるるは奄之れ其の降れを乞ふもので︑猫

気に甚だ重要なる開係を有しつ上あるものである︒而して此

の子孫に其の負措を課せんとするものである︒それも時と場

を将来に縛稼するもので︑現在の図民が将来の園民︑即ち其

近る交渉を有する虚に於ては︑閣際経済的の開係が︑我が財

の世界的不景気は︑我国が猫り財界救済策を施したる位にて

民と別な無開係な政府はない︒従って政府が直接︑救済資金

左我が団民経済より離れて存在する責在はないのである︒図

ふのであるふか︒政府之を供給すといふも︑政府といふ特別

せざるべからざるもので︑其の資金は之れを何れに求むとい

とするも︑其の救済策は結局︑何等かの形に於て資金を供給

せられる︒然るときは通貨信用は膨脹し物便は騰貴し︑利潤

蕊行し︑之を以て公債を引受くるのである︒紙幣は勢ひ増変

ンフレーションの資行方法となるもので︑日本銀行は紙幣を

億二千寓回限度より十億回に一躍増加せられたＵ之れ所謂イ

あるのである︒それが篇めに日銀の保誇準備溌行額は既に一

其の殆んど全部を日本銀行に引き受けせしめんと計叢しつ上

で又︑斯くすることは低金利政策に背反するものなるが故に

は中堂容易に改善せられ得るものではないのである︒それか

を供給すといふも︑其の責は園民自らが之を租税其他の形式

は増加し︑就業者は殖へ景気も回復すべしと一般に祇含は︑

るるか︒現在の我闘は之を一般市場に於て募集する上に困難

を以て調達するの外はないのである︒政府の資金は園民の資

合により必要なりとするも︑其の公債は如何にして溌行ぜら

金である︒然るときは政府が我が財界を救済すといふも︑其

国民は今や之を職迎しつ上あるのである︒理論は極めて簡軍．

ら叉︑暇りに凡ての救済策が悉く有蚊適切なるもののみなり

の資は園民が自ら救済し入つあるもので︑国民の一部が政府
ｊ宙
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れなくなるのである︒

公債井に紙幣の増溌︑インフレーション︑延いて物債の騰

角︑年交の利子は之を支挑はねばならぬ︒増税は経に避けら

貴は必歩しも有利なる結果をのみ斎すものではない︒その不

である︒さりながら物便の騰貴は右の如く濁り有利なる影響
物慣の騰貴は其の騰貴進行中の道程にある限り︑一部の経済

のみを生じ︑他の刑作用を溌生せしめざるものであらふか︒

界には少なからざる利益を典へ︑財界の活莱を刺激すること

に有害なる副作用をも溌生せしむるものであることを知らな

利もある︒之を知らなければならない︒斯くして救済策は時

ければならぬ︒

は素よりあり得ることである︒之れ物慣の騰貴は凡ての経済
はないからである︒されど物債にして一般に騰貴するに於て

由来︑我園には何かの困難ある毎に救済が要求せられ︑救

八

財に封して︑全く同時に同様の割合を以て惹起さるるもので
は生産考は自己生産の物賓は之を高く責り捌くことを得ると
の物査も高くなり︑特別に利益ある地位に立つことを得ざる

を買入れ︑米慣が安しといふては之を買上げ︑銀行が破綻す

湾策が施さるること少なくはない︒生糸が暴落すればとて之

同時に他方に於ては其の生産費高くなり︑自己が買入るる他
に至るのである︒賃銀も経には昇騰する︒但し賃銀の騰貴は

場が下落したりといふては之れに貸付を行ふた賞例がある輪

ればとて之に低利資金を融通し︑甚しきに至りては株券の相

比較的緩慢なるが故に勢働肴は其の賃銀を引上げんと欲して
ひ物償を騰貴せしむるに於ては︑ストライキ︑勢働争議は避

故に努働争議が顔渡する︒我図にしてインフレーションを行

は財界救湾策の行はるること茎だ頻繁で︑それが篇めに却っ

殊に大正九年︑世界大戦手の反動を受けてより以来︑我国に

のだと云はれぬとともないのである︒世界中︑現在の米国は

て我が財界景気の回復を一層困難ならしめ︑遅延せしめたも

るか︑或は損失を蒙ることなきも︑消費者︑殊に一定の坂入
に依り生活する者は︑物慨の騰貴に依りて其の生活費を高め

くぺからざるの勢であるＪ而して生産者はそれでも利益を得

られ︑不利益を家り︑生活の困難は祇曾問題を溌生せしめ︑

云はれぬでもないが︑それはフーパアー大統領の選畢政策な

犬に救済策を講じつつある最も頴著なる︑其の一資例遊りと

れは全く園民努力の結晶なりと云ふぺきものである︒叉英国

りとも見られる︑特別の事情がある︒俳画の回復は如何︒そ

債務慣値の下落は債務者を利する代りに債椛者を害する︒イ

し︑其の下落は再び国内物債を高め︑それだけ︑輸出を困難

ンフレーションは篤替相場を下藩せしめ︑︑共の動揺を甚しく

ならしむるものである︒且つ又公債を溌行すれば元金は兎に

策興復の界財我るよに函洲浦
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以後︑畢国一致内閣は組閣せられ︑全国民の一致的奮闘によ

苦境に陥り︑経に金本位を離脱せざるを得ざるに至りしが︑

を見るがよい︒英圃は一九三一年秋︑其の財界は最も甚しき

くと︒我が財界の困難は其の依って来る所あり︑其の事情甚

自力主義℃即ち自力更生である︒天は自ら助くるものを幼

示すこと容易ではない︒全図民の総意に依る大努力と必要と

だ復雑である︒簡軍なる救済策を以てしては其の改善の賞を

場の如き︑其の下落よりも寧ろ騰貴せんとするの勢弧く︑除

りて︑今や漸次に犬に改善の責を示しつＡある︒其の篤替相

ては家庭生活より著修を避け不合理を除き︑諜算生活により

するのである︒それには自力更生によるの外はない︒小にし

理由を以て︑篤替の騰貴を抑制するに苦心し︑所謂篤替平衡

りに騰貴せしめては却って経済上︑不利になすが故に︑その

の方法に依りて生産費を逓減し︑依りて以て国際経済的競争

て貯蓄を盛んにし︑産業上には科畢を雁川し凡て科畢的維管

の状勢である︒別に大に救湾策の叫ばれたるを聞かず︑他力

ばならない秋である︒

能力を多くし︑貢に非常時に庭する圃民の畳悟を定めなけれ

制度といへる特別なる制度を設け︑其の騰貴を抑へつつある
本願よりも︑自力主義に立ちつつあるのである︒

満洲園による我財界の復興策

道家奮一

か︑党換券の増蕊は必然的に物債の騰貴となるが購買力の退

高は九億八千四百寓園であって丁度目下の財界には適度の謹

百寓回の免換護行椛淀有することになったが九月現在の護行

最近議曾を通過した法律によって日本銀行は十四億二千九

皐者の間にも津山ある︒それは生産者即ち資本家本意に考へ

ら幸詞際経済聯盟の金問題委員含を始めとしてその他欧洲の

表する者が多いやうである︑否それは猫り我画ばかりのみな

政府を始めとして政界︑財界︑駆界︑ともに高物償に賛意を

減せる此の財界の物慣騰貴は資に危険至極である︒賞は近頃

行高であるが︑政府は此の先き幾何の増謹を篤さんとする

︵ご恐るべき物債釣り上げによる景気恢復策

郎
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その結果は一層雀しい経済国難を惹起するに至るであらう︒

騰貴を生ずれば登本家には結椛なことであるかも知れぬが︑

疑問である︒斯る不況時代にインフレーションにより︑物債

者を基礎として経済界全般に亘って利害を考察すれば非常な

れぱたしかに有利であらう︑然しながら固民の全員たる消費

治と云はす︑経済と云は歩︑軍事と云はず︑頗る苦心を要す

この十年計割完成の日に於ける満洲団家に封する我政策は政

れた︑その後の五年計荊は︑責に僻来恐るべきものである︒

る︒彼のソピヱットの五年計劃︑而して矢縫ぎ早に溌表せら

本政策を確立してこれに勇往選進す一ろ方が却って捷径であ

を牧めてはをらぬことを知るであらう︒購買力を失ふた民衆

知ることが出来る︒また各国の例を見ても決して経局の効果

現在の我財界に影響を及ぼしてゐることによっても︑之れを

べきものがある︒そは斌近大震災によるインフレーションが

を促がすかも知れぬが然し不況時代に於けるその反動は恐る

を顛倒したことである︒インフレーションは一時的には好樽

インフレーション政策によって吊り上げんとすることは本末

甘祁行北部を支配し︑両臓に入らんとしてゐるではないか︑

が最も適営な時機ではなからうか︒赤露は外蒙古を操縦し︑

動によって押すことが最善の策である︒それには鼓三四年間

とが急務である︒第三国の抗議は所謂外交に委して軍事的行

政策をとるか︑然らずんぱ満洲団封支那の闘争を援助するこ

手段を以て就中武力によって支那政府を親日派に置き換へる

の開係を現朕維持に止むることである︒寓難を排しあらゆる

るより外に道はない︒従って我国に最も不利なるは永く封支

我財界の確賞なる復興策は之れを満洲園家並に支那に求む

︵二︶満洲園より支那への経済的進出

るであらう︒

趣ねばならぬ︒との封策の進行によって必ず我財界は族復す

に至るであらう︒吾人は今より国家百年の満洲団封策を確立

現在の物慣は頃合ひで戦前の大正三年に比すれば約三割方

ととを虞れる︒

も高いのであるから不況時代の昨今としては値頃である︒元
来物慨の騰貴は財界の回復による結果でなくてはならぬ︒然

に封するインフレーションによる物債騰貴程恐るべきものは

るに此の自然の成り行きに反し必要以上の通貨を市場に出す

ない︒莫大な負憤を負へる我図農家とプロレタリアを悶窮の

では底いか︑欧洲の経済的復興政策は今や未開の東洋の侵略

また英軍は西蔵を把握せんとして背後に之れを操ってゐるの

戦と底ってゐる︑然るに東洋の日本は僅かに満洲園との提携

淵に投するものは物慨騰貴である︒如斯一時的糊塗的財界恢
のではない︒それはたとい五年十年を要するとも今日より根

復策によって景気が出る事ほど左様に現下の不況は簡単なも

策 興 復 の 界 財 我 ろ よ1こ幽洲満
15

に満足して之れを傍槻せんとするか︒

世界六大商工業園の班に入った我国はどうしても市場を海

外に求め年全八十除蔑を増加する人口に活動の道と場所を提
供せねばならぬ︒先づその第一歩は満洲図との排他的提携で
ある︒とは今や殆んどその基礎工事を経了したとは諸ふもの
上若し︑消極的政策に今後を過すならば再び事愛前の状況に
立戻るであらう︒

瀧洲図の資源の相互利用と商品市場の完全な把握のその後
に来るものは蒙古︑西赦と支那の経済的把握である︒而して

更に百尺揮頭一歩を進むべきは東洋諸圃に封する商品の供給
を把握し以て東洋諸図の経済的溌展を授助することである︑
とは東洋の共存共柴を計る所以であって東洋に於ける先進国
の義務では底からうか︒経済にせよ軍事にせよ商速な理想の
ない場渡り的左政策には焦黙が定まらず︑熱と力とが峡ける
から決して成功しない︒この大望の前に先づ第一に必要なこ

とは政治の革正である︑そは兎も角この高速な迦想の先づ第
一若手として執るべきは一日も早く瀧洲閏に進出して財界不
況の打開策を誹歩ることである︒そは満洲図との図境を越え

たる一身同隈の経済的提携をより完全にし彼の原始的蚕源を
現代的工業に迄導くことである︒

る︒第二には彼の安債な努力を利用しないことは産業経管上

の意味に於て︑集関移民殊に武装せる移民の必要が大であ

経済的にも︑勢力を獲得することは絶封に不可能である︒こ

ある︒人の居らない所にば如州に努めやうとも政治的にも︑

づ出来るだけ多数の邦人が浦洲図に行くことが第一の要件で

満洲鯛家との完全な維満的政治的提携を露さんと欲せば先

るＯ

るのであるが︑それは謂ふ迄もなく進出主義を探るべきであ

集中主義は物資を且輪入加工して之れを再び輸出しやうとす

進出主義は満洲の労力を利川せんとするものであって︑日本

また我固の商工業集中主義をとるべきかと云ふことである︒

題がある︑それは日本商工業の満洲進出を策すべきか︑或は

満洲関資源の利用に閲し︑決定すべき二つの大きな先決問

抗争を綾くるの程度に放任せられてゐる︒

か︑論議の中心となってゐる位であって︑それもいまわしき

巡ぐって我産業と︑減洲図家の産業との統制を如何にすべき

捌に考ふるものもないことは遺感至極である︒唯繊と石炭を

んど決定的のものは一もない︒従ってまた︑之れが賓行を虞

満洲の産業開溌に閑しては種空なる意見があるが︑未だ殆

きか︑閏↓内集中主義によるべきか

︵三︶満洲産業の開霊は我産業の進出主義によるべ

凸
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むる所以でない︒満洲函が我商品に封する絶大な市場である

非常な不利であるのみならず︑満洲園人の消費力を増加せし

むるより外にあり得ない︒第三には先づ着手すぺき産業は︑農

ことを忘れてはならぬ︒この市場の培養は産業を盛大ならし
業物殊に満洲の特産物であるところの大豆︑高梁︑粟︑等の
利用を重心とする工業を振興せしむるにあるからである︒第
計書が起ると云ふことである︒その他数へ来れば数限りもな

四には内地て工場を設置すれば必ず将来瀧洲に封抗的の企業
いが要するに経済政策としては進出主義をとることが最善で
ある︒

︵四︶農業の鏡張と農産物の工業化
瀧蒙の庚大な沃野は遼河流域が最優良地とせられてゐる︒

また松花江流域も農産物の賓庫と稲せ壷れ之の二大費庫の開
護に支那山東︑及び直隷方面から︑毎年七．八十寓人の支那
人が出稼に入り込んでくる︒

満洲は︑大豆の函と稲せらる上如く︑農産物中第一位を占
むるものは大豆である︒逐年繊道の便が州かれ各種の産業の
満洲に比肩するものなきに至った︒産業の中でも︑大豆工業

勃興につれて満洲の富は急激に増加し︑現在では支那全土中
の護達は︑殊に著しいものがある︒その作付面積は四百二葛
六千町歩に及び︑その他の豆類を合すれば三十五寓町歩で合

石を算し︑遼寧省は︑二○・五％︑吉林省は︑三五︒六％︑黒

計四亘一千七寓六千町歩ある︒併して︑牧穫高は四千一言寓

額は︑世界の産額の六割弧を占め南満洲の三港から輪出せら

龍江省は︑三五・三％の割合を占めてゐる︒満洲に於ける産

してゐるＯ

れる大豆の年額は最近の調森に依れば一億四千菖海開雨に達

との大豆から豆油を搾取した窪津は言肥料となるが︑近年

大豆菓が飼料に使川せらる氏に至って︑その需用は世界的と

は匿汎なものである︒肥料︑並に飼料としての利用は何人も

なり大豆工業は益交有望観せられつ上あるが︑資にその用途

ガリン︑パタ︑ナメシ皮の上塗薬︑またビタミンＢを含有し

知る所であるが︑その他石鹸の原料︑サラダ油︑砂糖︑マノ

大豆を重心とする工業は頗る有用であるから先づ大豆を原料

管養債に富んでゐるから︑パン原料等にも頗る適する︑斯く

て現在全満洲を通じ大油房︵工場︶は四百七拾二あるが︑之

とする化畢工場の経誉に着手することが急務であらう︒而し

満洲の大豆は乾裁に強いことを特色としてゐる︑英︑米︑猫

等は何れも軍純な製油工場に過ぎぬ︒

露等の諸図も大豆の憤値を認識して︑大に之れが研究に力を

注いでゐるｇ米国は．既に自幽匹旨五十寓ヱーカーを飼料

ゐる︑露幽もウクライナ地方に盛んに之れを試殖してゐる︒

として試殖し︑将来之れから大豆油を製作する計劃を立て上

､策興復の界財我るよに園洲浦
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高梁は大豆と共に満洲に於ける主要農産物であ営﹄︑食料
に供する外︑酒の原料及び家蓄の飼料に用ひられ︑壷た燃料
としても貴重な資料となってゐる︒その幹の長さは輪四︑五

尺から七︑八尺に及び建築の一部にも使用せらるｕ最近に於
ける作付総面積は︑二百九十九寓二千町歩であって︑作付歩
合は遼寧省が︑三四︒六％︑吉林は一八︒二％︑黒龍江省は︑

一三︒八％駐占めてゐる︒而して︑その牧穫は三千八百寓石
で山東及直隷雨省並に我図へも輪出せられる︒

用途は満洲に於ける﹁しやうちう﹂の四十寓石の原料とな
る外澱粉︑醤油︑アルコール︵醗酵用︑及び燃料用︶塗料︑
在も得ることが出来る︒また経よりはパルプととり諺アン︒へ

ラをも作成することを得るから之の工業の将来は頗る有望で
あるのみなら赤大豆と共に比較的簡単である︒

粟は満洲に於ける常食で︑朝食には飯叉は粥として用ひら
れ酒にも醸造せられる︑近年は粟の償格が騰貴した篇めに︑

高梁を代用するものが増加したが︑朝鮮に移出せられて米食

の代用品として多量に使用せられてゐる︒粟の作付細面積
は︑二百五十五葛一千町歩であって︑遼寧省は六士一寓二千
町歩︑吉林省は八十五寓町歩︑黒龍江省は六十七葛九千町歩
である︒然してその牧稚総高は二千八百寓石であるＪ

用途は食料を第一とし︑薬は牛馬の飼料となり︑糖は豚の
飼料となる︒公主領の満識農事試聡所は之が品種の改良を経

り︑本年即ち昭和七年蕊から﹂その菅及計叢の溌行に努竺当

此の外煙草咽︑品質の改良により各図産の雨切に劣らぬ良

ゐるＯ

質の原料を得る見込が十分である︒また︑シュガーピーッは

猫逸のヒルモラン叉は︑伽図のホワイト種を入るれぱ頗る有

望である︑製糖工業遂大農式に鼓に州溌することは確かに有

次に棉も錦州︑山海開地方が鼓も逓営で二十寓町歩の試作の

利である︑またホップ︑アマも試馳群で何れ暇有望である︑

ることが州来る︒

溌定であるが将来との開褒により年嵩五億の我輸入を減少す

農産物に開する訓奔は︑満繊公主嶺の農事試駒場に於て︑

他の何れの資源よりもよく完了せられてゐるから︑即時賃行

に着手することが目下の急務である︒大豊組織により︑安慨

な労力を利用して︑大交的に工業的利用償値の安農産物の栽

に邦人の屯田式集関移民を行ひ逝産即ち潅牧官有地に機械力

培に着手し︑之れが工業化を計霊せねばならぬ︒それと同時

による大豊を計書し︑従来の土民の農業と併行せしむること

は一策である︒ソピヱット式に︑トラクターを満洲製織所の

クターの製作を内地の自動車含祇と共に行ふ必要があらう︒

原料によって作製する必要がある︒昭和製鋼所の如きはトラ

農産物の浦洲﹄より我閲に封する輸入は︑年為約一億回︑乃

至一億二千寓園に登ってゐる︒之の輸入を可成的安債に篇す
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と同時に︑その原料より工業的生産物を穫得することは諺我
経済を助くる最も有力な方法である︒而して︑之の外年交工
産物も我園へ六千寓回内外の輸入があり︑鑑産物も五千菖回
内外を有し︑林産物も囚︑五千寓目に達するから此等の輸入
に就て開税政策により︑或はまた︑その生産を邦人により把
握することによって︑多大の経済上の利益を得べく年額二億
乃至三億を邦人の手に牧むるととは差迄困難ではなからぅ︒
そは富豪の公共的投資と︑中流以上の犠牲的出資であるが︑

但し先決問題は︑その企業資本を如何にすべきかであるが︑

犠牲的出資は年がけ郵便貯金若しくは︑官管保険加入の形式
によって低利資金を作成するとと等にある．而してその経誉
は総て満徴式半官半民組織を可とする︒

︵五︶工業的開謹は産業統制法により﹁トラスト﹂

的経誉を行ふ
農業の以外に老ふくきは従来既存の工業を研究して産業統
制法を制定しその長冴一助け短を捨て上之れがトラスト的大費

本経管を行ふにある︑邦人の経管は之を併合せしめ満洲画人
並に支那人の経管も之れに合流せじめ肯んせざれば通常の庭
置を講赤るのである︒思ひ切った統制経済を遂行すべく相営
の弧制を敢てすることは不得己の策であらう︒如斯は賃行不

可能の如くであるが決して資行不可能なことではない︒建函

の営初に於て之墜断行せざれぱ時日を経過するに従って種交

述ぶるととは紙数の許さ堂る所であるから蕊には唯軍に参考

なる困難を作ふに至るのである︾商工業に就て各種の政策を

の鴬めに滝洲団の現在に於ける︑各種工業の種類と工場数を

列記することに止める︒
油房は︑四七五で︑その資本金総額約七千寓回︑製粉業は

二九五︑資本金九百寓回煉瓦工業は︑一面○︑資本金︑一千

寓回︑製材は︑二七︑登本金一言寓回﹄煙草は︑七︑資本は

六千寓回︑醸造業は︑二九○︑賛本金三千六百蔑回︑紡績は

四︑資本金一千三百寓目︑セメントは︑二︑資本金一手六百
寓回︑杵慧綜峰四四︑資本金一言八十寓回である︒此等の

産業の内︑満洲の需川を満たすことを得ざる商品に就ては︑

特恵開税によって内地の製品を輸入し︑他閏の輸入を極力防

光は得られる︑此事に就いては今鼓に之れを述べぬが兎に角

唾せねばならぬ︒この輸入政策如何によって我財界好鱒の曙

企業的基礎を建設することは頗る暴論の如くに岡こゆるかも

我国の資本的統制の下に支那並に瀧洲人の企業を合同せしめ

比すれば決して暴畢ではない︒各図の政黛政治が反封黛を擁

知れぬが武力による事鍵の決解を考へ戦争による領土侵略に

ばとれも不得己ことで諺らう︒斯くして得たる除剰利得は之

護する企業を弾座し︑或は銀行を破産せしむること等と︑箕

れを資本家の懐ろに修むるととなく︑ひたすら産業の護展に

策興復の界則我ろよに｣R洲淵
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川ひ︑支那を始め近隣の市場突入を計劃するのである︒

︵六︶産金政策は最善の策である

放任することは遺憾至極ではなからうか︒武敷︑兵力により

之れを防術し︑航塞輸送によって︑採集すべきである︒たと

へそれが原債以上生産費を要するとも二重三重の信州の基礎

のは少ないとせられてゐるが︑これは尚研究の除地があるや

の多きに及んでゐるが何れも鍍床小で企業的慣値の大なるも

ふたところ︑細督は﹁そは余の弧き主張であって︑現に朝鮮

を訪問して予の持論である産金政策を朝鮮に行ふの可否を問

は去る七川満洲関税察の途次朝鮮を経曲して京城に宇垣細督

満洲に於ける産金は頗る有望である︑金及砂金は清朝の時

うである︒然し比較的規模大なるものとして現在著名なる

に於て大に之れを奨脚しつ上あるが︑君もそう恩ふか﹂と云

いても︑先づ第一に産金政策に全力を伽注すべきである︒予

は︑松花江の東源流域地方に於ける︑火皮誌︑鴨維江上流の

はれ恩は赤我意を得たる賢明な総督に敬意を表した︒細将の

となって我経済界に封する無二の活力素となる以上︑何をお

迩化︑附近の大廟誌︑五鳳楼︑北山城子の南東にある︑香脆

朝鮮産業の開溌を始教育共他に封する抱負経倫には大に傾聴

代から採掘せられて︑その産地として現に知られた所は数百

碗子︑繊繊の東方︑柴河餓等である︒との外︑北浦の黒龍江
畔黒河地方の砂金は莫大なもので古来世上に喧俸せられてゐ
る︒

金の峡乏に苦しみつ上ある我固としては︑何を措いても︑

先づこの産金に最善の努力を議すことが財界恢復の捷維であ
らう︒政府は︑頻りに金の買上を行ふてゐるが︑然しながら
若し現状の如く輸出超過で進むならば︑我函の金の保有高は
る︑現在の我財界の堆も恐るべきは之の金の減少による恐悦

干早ぶる肺のひらきし道をまた

明治天皇御製

いことを悦んだｕ

られつ上あろを聞き我朝鮮の統治が決して一武人の統治でな

に値するものが多盈あったＵ然かも着共之れが資行に着手せ

山

ひらくは人のちからなりけり

一

I

一

漸減して戦前の三億四千寓回を割り更に減少する恐れがあ
来である︒消極的の金輪出禁止はあっても︑積極的増加策が
なければ牌来一大危機を惹起する危隙がある︒徒らに砂金の
渦巻く満洲を有しながら︑治安の蕊備と交通の完備を見る迄

一
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育教生睡の叩'i'精的本日

日本的精卿の睡生教育

通過しました︑私が厩した其提案意見の説明を掲げて同憂の士

ぬ︑現在団民精祁が萎へて︑図民生色を失ふてゐることは︑

りまして︑千古を通じて僻とれが渡揚を剛らねばなりませ

取り入れ︑正しいか正しからざるかを職みない世風であるこ

りであります︒私共は維済上の非常時以上に︑この精紳的の

祁的の上に非常なる打撃︑障擬を及ぼして居るので遺憾の至

ありまして︑これは賞に物質的の災難以上に︑此内心的︑精

し︑胴瞳して居ると同様に︑団民的元莱が裳へて居るやうで

とは︑図民道徳の規準を失ひ︑精祁生活の師趨を誤まるとと

非常な妖陥を救済する事に努力せねば左りませぬ

恰も世Ⅲ今日の不況のために組ての維済的︑物質的に萎歴

が甚しい次第で︑誠に憂慮すべき事であります︒新しいか新

諸荊︑我が圃民性若くは国民続祁は三千年来の歴史と︑共

環境等に依って自然に陶治︑養成せられて成立って来てゐる

て又日に新たな世界の原動力を永久不断に構成しつ上あるの

新しい生命力の源泉である光線を供給して豆日食に新たにし

ります．然るに近年寓事が西洋的となり︑国際的となって︑

堂為東洋の表に卓立ＬＬ︑世界的の尊敬を推うて来たのであ

が尊ぶべき大和魂は︑世界の上に我が日本の特色を示して︑

のでありまして︑光輝ある歴史の成績の反映と経始して︑我

であります︒今日我が旧本の古典教育と言へば︑何か古物を

諸君太陽は最も古いのであります︑併したがら太陽は毎日

ことは人間生活上心得べき第一であらねばなりますまい

かを考へ︑然る上に是が取捨進退を決定しなければ相成らぬ

しからざるかを判断する前に必歩先づ正しいか正しからざる

今日世の中一般の締向は︑細てが新しい事新しい事と︑只

の御識力恥乞ひます︒

ませぬが︑古典の教育は賞に圃民精祁即ち日本魂の教育であ

郎

取り出して︑頑固なことを言ふかのやうに考へられるか知れ

五

私は山本悌次郎氏等各振の代議士数名と共に多数の賛成を得て

川

左の雄議案韮衆議院に提出し︑幸に委員含も本命識も異議無く

荒
新奇の一方にのみ走って︑新しければどんなものでも職んで

1

育教生睡の而*縮的本日
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祁たる大和魂は魂を抜け一Ｌ瓢登乎として外側的となり︑剛際

此尊ふべき精抑は殆ど度外税し︑閑却せられて︑我が鯛民椅

を望む

に鮒し逃に適営の方法を誰じ且共の施設に著手せられむこと

の復興に稽へ之が匡救の根本義として古典教育の振興並普及

に鯛する勅語の御趣旨に基き忠良なる臣民健全なる園民を養

書の第一項に於て﹁教育の根本方針は忠孝の大道に則り教育

響に演口内閣は思想教育問題に開する議員の質問に封し答涛

るの基調なりと思料す

文運に貢献し之を指導して虞に人類の正義人道を招来せしむ

らしむるの他に途なく斯の如きは東洋盟主の資を翠げ世界の

鰐圃史及民族精祁の優越性を自畳せしめ共の本源を誤るなか

典の頁諦を探求し克く之が振興普及を固り以て国民をして園

而して精紳教育の根本的立脚軸は我が国の精華を包蔵する古

一義は精祁教育の普及貫徹を期するに在り

今是等の諸弊を救治して日本主義的大道に復蹄せしむるの第

るものありと謂ふくし

ふ外固的教育の偏重と末技的教養の溌川とに結果する所大な

を以て識し難しと雌要は明治維新以来の崇外思想の浸漸に件

基礎或は危殆に瀕せむとす惟ふに其の因由する所間より一二

潮流行して逝義偽に地を郷ひ図民精紳は消臓退嬰して剛家の

我が剛欝今の思想界及教育界の賞状を静棚するに拝物的悪思

日本的古典敦育の棉興並普及に閲する建議案理由書

右建議す

的に遊離して居ます︒是でどうして剛民性の堅資さが維持さ
れませう︑間蓮の隆昌を期することが出来ませうか︑図家の

精祁を忘れた肴は︑既に閲民ではありませぬ︑今にして早く
此団民精榊を呼戻し︑岡家の元気資力を基礎付けることをし

たくては︑固家の前途は河に憂慮に堪へないものがありま
す︒

勿論倒際的の諸般の事は之を排斥すべきではありません︒
又西洋の諸般の文化施設も有川であります︑彼の長を取り入

れて我が短を袖ふととは勿論心要であります︑併し圃家の原
動力であり︑生命的根本である所の我古典の教育や我が歴史
は︑断じて閑却してはならない︑のみなら赤大に之が振作隆
興を刷って︑我民族の剛健堅賃なる進歩を期せなければなり

ませぬ︒斯くして吾々の行くべき途を碓立することが︑即ち
今日の非常時に︑経済的の救済以上に国民精祁に大切な糧を
輿へて之を救済し睡生せしむる所以の最も大切な事であると
信じます︒価て本案を提出し︑図家の前途を憂ひらる上愛国
赤誠の諸君の甚大なる御共鳴に謡力を乞ひたいと切に翼ふ次
第であります︒
日本的古典教育の振興並普及に関する建議

政府は我が閲思想界及教育界現前の趨勢に鑑み更に東洋文化

戊するにあり﹂と明答したるも抑γ︽忠孝の大道教育勅語の御

趣旨駐克く理解せしむるか蔦には其の原理原則を明断ならし
むるの要あり而も斯の如きは今日の畢問乃至教授法を以ては
殆ど不可能事にして之を東洋文化殊に我か図鰐に醇化せる儒
教の置精刺に依るに非ざれぱ容易に希求し難きを痛感す而し
て同答涛書の第八項に於て政府は極力精耐教育の振興東洋文
化殊に我が閥古来の剛民精祁の作興に意を注ぎ中等皐校以上
に於ける古典教育の資怖を示し鋭意畢生生徒に封し此の方面
に閲する攻撃の風を馴致せむことを期しつつありと諸へるも

地位低く教授法も亦散漫にして精淋教育の賞蚊の如きは到底

余等より之を観れば現代教育中古典科目は他の科目に比して

期待し難きの憾あり況や此の方面の研究施設或は人材養成機

開は頻る不徹底にして吾人の首肯に値するもの勘く近く設置

せられたる精祁文化研究所の如きも果して国民全般を指導教

依て政府は以上の趣旨に鑑み連に全図的教育界思想界の根本

化し得るや否や疑問なき能はず

誰ぜられむことを望む是れ本案を提出する所以なり︒

義として古典教育の振興並蒋及に閲し連に最善の方法施設を

増子懐

ては︑蕉翁をして洗惚たらしめ︑紅葉山人をして︑綿盈たる

泉の如く湧きて︑疎た己れの篇すなきを恥ぢたのである︒さ

一宗復興の気︑怒涛をも呑まんとせし大勇猛心に︑畏敬の念

朗雨上人が︑身心共に困倣しつつ︑猫ぼ且つ︑信念益及誰く

せる海演に立てば︑波測淘湧︑溌船着船の悩みに︑日蓮︑日

ら涙の涛柁たるを禁赤ることができない︒周園幾十里︑四面

樹鯵蒼たるあたり︑員野御陵の聖霊を弔ひまゐらすれば︑自

明治麓の首唱者野本互尊翁

越佐頑固の漫歩舌遊ゞ
今年初夏六月の末からや八月の始にかけて︑私は越佐両国
逢没歩舌遊した︒志す所は︑久しくあこがれてゐた佐渡をめ
ぐり︑絶海の孤島に︑順徳院の幽棲を忍び奉り︑日蓮上人の
奮城を敬仰するにあったｕ山岳連而のⅢ︑遠く開けたる稽川
のほとりに蓮されたる黒木御所の御夢の跡︑山を背にして老

永
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翁尊互本賢者唱首の節治明

す↑

のひ

翁掌互本野剥唱首の節浩明

情緒にひたらしめた風土なるを思へば︑其なごやかを気分に

然らば︑其所謂瓦尊といふのは︑どういふ意義であらう

青年闇の識押禽に臨むがため︑信越紐により︑上越線を便と

或は︑特に使ひして︑新潟牒臓主惟の脆女誰座に列し︑女子

さうし︾﹂︑其往返の途次︑女畢校︑中票校に拙誰を試み︑

するのである︒翁は明治三十三年此信念を義表して︑天下に

て行ふ能はざるなく︑居る所として合し能はざるものなしと

地上地下皆是互尊﹂の本領を棚立し︑此主張は︑行く所とし

人格尊重を念願とせねばならぬと信じ︑﹁天上天下唯我猫尊︑

せられたのは︑千載の名言であるが︑同時に︑吾人は相互の

か︒翁の創見によれば︑樺尊が﹁天上天下唯我猫尊﹂と唱破

し︑一夏四回しみじみと越後情調に浸った間に︑私は二つの

唱道し︑世を翠げて︑互尊世界に化せしめんとせる熱誠を特

承は言ひ知れぬ床しさを見えたのである︒

は加茂町に於ける朝の畢校である︒後粁は相営の機を待ちて

意義ある事業を見畢した︒一は長岡市に在る充尊文庫で︑一

綾されてゐる︒さうして︑其第一蒲手が︑互尊文庫となって

亙尊翁は︑明治四十五年一月︑第二十八回帝閣議倉の開曾

明治節制定の首唱

外棚︑共に大に術はるに至ったのである︒

後翁は復た前後二回︑亘資を納め︑今日に在っては︑内容︑

し︑大正七年の紀元節を以て︑これを開いたのであるが．其

其高誼を徳とし︑奮藩時代の曾所雄を卜して︑岡書館を建設

現はれ︑日章大明の文化に賛する所あらんと期し︑長岡市は

述べることとし︑誠には前者と︑其購志寄附に出でたる野本
互尊翁とに就いて見聞の一端を記すことにする︒

互童文庫及互軍の意義
五算文庫といふのは︑新潟螺長岡市立の大正記念岡害館で

ある︒それは︑同市観光院町︑野本恭八郎翁が︑大正天皇抑
即位の大漉に際し︑皇蓮の隆昌を賀し奉り︑我人猫尊皆互尊
溌現せしむべき推修叉は老究の讃害清驚に供せんがため︑此

の慶幅を賀し︑砿曾の民心を爽かにし︑以て無限の皇恩を謝

に苗り︑天津日剛の皇運を唱和し︑闘家の隆昌を脱し．臣子

の創見溌建て︑これを天地の至道たりとして︑各自の心身に

年十月︑創立費し︐｜維持費と合せて拾数寓側を寄附し︑爾来基

文庫を開設し︑其維管を長岡市に委ねることとなり︑大正四

た︒それが年交引綾いて︑衆議院より政府への参考送付とな

し︑絶封の聖徳に報い奉らんため︑灘明節の制定を請願し

ったのである︒

本財産の果賞と市費の支雛とにより︑館蓮順調にして︑翁の

る◎

精祁は︑此文庫を通じて︑世に蒋及せられつつあるのであ
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霊奪互本野者唱首の節治明

治一とあるによれるので︑翁は此出典を︑一︲聖人南面シテ盤キ

る一寓七千五百有除の人士は︑七千齢回を鵬出して︑銅像を

により︑翁の毒像建設の計霊を定めたが︑翁の徳瓜を敬慕す

大奉脱式を筆げた席上︑市内の十二閣罷︑十七新聞杜の謹議

祁舎を組織し︑昭和二年九月十五日︑長岡市公曾堂に於て迄

天下︑明二割ヒテ治マル︒﹂と訓読し︑南面して政を総くもの

湾明とは︑易経︑説卦偉に︑一聖人南面而装︑天下響明而

を我が聖帝と崇め︑其明徳を仰げば︑天下平治せざるなしと

互尊翁の詠に﹁光あれ人は互に尊み一Ｌ共に存らへ共に柴え

富士山大公園設置の建議

は︑これを以ても其一端を窺ふに足りるのである︑

式を行ふた︒翁の純虞なる高風が︑いかに郵里郷黛に治きか

鋳造し︑翌三年六月八日これを充尊文庫の館前に据え︑除幕

然るに︑一朝︑明治天皇の崩御に倉するや︑翁は深く其御

の意に解せられたのである︒

追競を仰慕し︑大正十一年二月第四十五回帝国議曾の請願よ
りは︑榔明節を明治節と改め︑其期日を十一月三日に定めら
元年まで︑其請願を継績したのである︒其間︑貴族院にも同

三大標語として︑︵一︶人生︿猫尊ト畳リ融曾︿互尊卜知レ︒

む﹂とありて︑互尊印共存共柴の意を明かにし・亙尊猫尊の

れんことを也ふたのが︑幸に院議の探搾する所となり︑昭和
様の請願をなし︑別に内閣網理大臣︑及び宮内大臣にも副願
民の輿望大に起り︑昭和二年一月第五十二回帝図議曾には雨

書を提出したし其頃に至ては︑田中智豊居士の請願など︑図

セと弧調し︑明治節は我が天徳を主とし︑富士山は︑我が地

︵二︶守レ猫尊忘ルナ瓦尊︒︵三︶猫尊我ヲ生カシ亙尊人ヲ活カ

日︑明治節制定の詔勅︑即ち︑

院の建議となり︑廟議亦これに同じて︑遂に昭和二年三月三

を以て天地を経緯すべき義を唱道し︑皇室︑犬明︑富岳の三

徳を主とし︑互に主となり件となり︑凋尊本位と互尊中心と

リ鼓二十一月三日ヲ明治節ト定メ臣民ト共二永ク天皇ノ遺

山を中心としたる日本大公園設置の賞現を帝閏議曾に建議し

大浩恩に封へんことを誓ひ︑明治四十一年以来︑毎歳︑常士

朕ガ皇租老明治天皇盛偲大業夙二砿古ノ隆運ヲ啓カセ賜ヘ
徳ヲ仰ギ明治ノ昭代ヲ追憶スル所アラムトス

と宣らせられ︑寓冊不易の記念日となった︒これ間より聖慮

ないのに︑彼地の畢者の慣用から︑我国の漢畢者も亦とれに

続けた︒蓋し︑翁の意は︑支那の泰山はさして雄大崇高では

に︑

徴ふて来たげれど︑明治元年三月十四日の明治天皇御哀翰中

の畏さとは申しながら︑翁が率先︑不断の至誠︑祁明に納れ
られたるに由る所あるであらうと思ふ︒

ここに於て︑長岡市の各種鯛鰐は聯合して︑明治節制定奉

翁尊互本野者唱首の節治明
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園威ヲ四方二宣布シ天下ヲ富岳ノ安キー置カムコトヲ欲ス
云堂とある御言に恐燃感激し︑天下の統合蹄一を富岳に求め

更に︑書庫に導かれるとき︑階上閲覧室に翁の肯像を仰ぐに

像に礎し︑尋いで丸田主事より︑本文庫に鯛する亘細を承り

及び︑未だ接せずして︑既に其風手を幕ふた︒それより丸川

主事に作はれて︑観光院町の邸︑松赫清きぼとりに︑翁の寓

んとの理想の下に・其請願は︑昭和四年二月にまで及んでゐ
一に推し︑やがて其設備が資現さるべき機運に際含したのは

る︒最近其趣旨とそは異るが︑図立公園として︑富士山を第

る座敷に案内せられ︑無名の一塞生に封し・胸襟を開いて談

を訪ふ︒先づ玄開に隣せる小室に諸ぜられ︑やがて奥まりた

渡糞として識きる所を知らず︒私は柊に愚説を質すべき暇を

るの意気︑質に儒夫をして起たしめる慨がある︒翁の訓言は

十二歳の高齢を以てして︑なぽ時世を槻じて抱負を述べられ

ず︒礁勲よく後進を梓導せられ︑寸言︑人の肺脈を衝く︒八

笑せられる︒翁は白髪︑童顔諺南きに蛎らず︑安きに逃せ

翁の本懐とれに過ぎたるはあるまいと考へる︒

野本翁に見えて互尊大畢設立の素志を籍く
万尊翁は︑嘉永五年十月︑新潟隅刈羽郡横津村の山口家に
生れ︑二十一歳にして︑長岡市の野本理平氏に養はれ︑其女

りい子に配す︒嗣子は既に逝いて在らずと聞く︒幼にして漢
籍を里ぴ︑俳典を究め︑やがて︑賞業界に人と成ったのであ

私が杜含教育のため全図を周遊する機曾に︑互尊主義を普及

なきに至り︑翁は︑私の郡見を蝿く鹸裕なかりしを遺憾とし

得ず︑諜定の汽車時刻に辿られて︑慨しくも僻去するの止む

れと奨めて唯む所を知らず︑互尊文庫の寄附以外︑力を壮曾

をんことを略せられ︑且つ︑此日︑始めて︑丸田主事と私と

るが︑万尊主義を提唱してからは︑口に筆にこれを説き︑こ

事業︑教化剛鵠等の助成に注ぐがため薄長岡市民の奉仕的精

に︑時と人とを得ば亙尊大畢を創立し︑翁が積年の素志を貫

だ漏らされざりしところとて︑丸岡主事も固より初耳に属し

徹せんとの大望を告げられた︒翁の此溌表は︑これまで︑未

祁は︑これがために刺準せられ︑最近同市にて計書せられた
る某祇曾事業及飛行機献納等の畢が︑諜算以上に︑醗金の効
果を得たのもや畢寛遥翁の徳化其多きに居ると穂せられてゐ
私が︑互尊文庫を毒ね︑且つ翁を一昔づれまゐらせたのは︑

にしめて︑翁が精祁的事業のか歩か水を江湖未知の諸賢に披

へ歩︒私は再訪の機の悪まるべきを斬りつつ︑翁の高教を身

翁が雁燦なほ篇すあるを示されたのは︑虞に敬服の至りに堪

今夏四たぴめに越路に放した時である︒八月六日始めて長岡

露し︑敢て知遇の徳に報ゆる次第である︒

る︒

市に入り︑正午を過ぎた頃︑五雲文庫に到り︑先づ門内の毒
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時
論

リツトン報

１
富
告書

度に愛りのある筈がない︒この態度は何物

て来たことであった︒叉今後も勿論此の態

させるものではなく︑其等悲権威あらしむ

恢界の平和は僚約や法規そのものが招来

ある︒

世界の平和の馬に吾々の只に憎しむのみで

ばり僚約も聯盟も決して法のみを以てして

によっても不鍵であり妨げ得られないもの

ぺく韮川する人々の精神の如何にあること

に︑其が根本たる正義公道の擢威を高唱し

キヌ識するといふ目的の衣

である︒されば若しも之か飽迄も妨害する

か忘れてばならない︒各叫自らが一鮎の私

これに裁く今日迄の一鮎疾しさのなき吾等

己めに︑国際聯盟に於て

とか認識し得ぬ者ありとすればｕこれば聯

ないものであることＵそれは篭然であって

庵ば兼て彼地に調査圏を

盟といばず所有煉約は勿論如何なる者に封

心なく正義公道に則り︑祉界人類の上に貢

世界平和は招来し得ず︑叉その擢威を有し

派通して調杢研究中な

しても正義公道か草垂する立場に於て一歩

献するその締祁のみが法規を生かすのであ

の行動の慎意を公表して彼等の諒解に努め

りしが︑愈々其の結果が聯盟縄曾を前にし

も狂げろことの出来ないのは勿論である・

田満洲事鍵の員祁な認

て所謂リットン報告書なるものが鼓表され

又それ走失ふのである︒

る︒又其の精祁の如何で規約も擢威を生じ

日

れ・是非悲論ぜずして只勝手なろ利害間題

である︒吾々の態度は只此の一に雑鮪する

吾等の軍垂するのは雑開ではなくその精祁

も知れな§併し我函の如き心中一鮎の戎

のみである︒故に報告書か如何であらうと

満洲問題にしてもが︑運用の人にして其

議よりして渦逸︑伊太利等の聯盟晩退読の

得室い・今岡我鯛ば別問題としても︑軍縮曾

噂あり︑これ椎威韮失ひ初めし誇擦である︒

の認識を誤る如きでは︑聯盟の権威は保ち

って正義老尊重し得るかといふことであつ

らずとさるろとき︑如何で典の使命老果し

大図が綴々と聯盟平和のために頼むに足

青くも赤くもならない︒只幾分の興味とい

赤︒然るにそれは全く依然として燕態一様

得ようか︑斯の如きは聯盟の規約如何では

Ｌさなく︑光風斉月︑只世界卒和の公遺に

妬慾しなかった者にあっては︑何等の閥心

であるより外何物でもなかつ赤︒即ち︑我

へぱ︑調査剛が現地覗察からどれ丈の認識

を持つものではなかった︒それは吾々は既

閏の正常なろ自衛権の斐動も︑民族自決に

老深め得たか︑そして又どれだけ私心を去

に確たる方針が定まって居ることであって

であり生みの親でありなから之に加盟せず

てはならぬ︒即ち米閣の如き聯盟の首唱省

なくして迩川の人々の道九一課ろこと牢忘れ

なかったのである︒これが解せないとすれ

権益も雌鯛の不正不義の跡さへも認識出来

よる立派な動機になる浦洲幽の凋立も砥我
幽は飽迄︑ｂ共存共柴の本義に因り恢界彩半

あやうとすろものでばないからである︒我
和たらしむく吾聯盟の赫祁悲掌垂すると共

聯盟の態度や報告書如何によって方針走定

祁の擢威に頼る外何物にも敢て求むろこと

一

忠なるべく自己の行動走なし︑正義の虞騎

︾論一一

の報告書の結果に大いに期待して迎へたか

時

起中心にして居た隅等は或は聯盟を頼り其

闘囲
園翻
露圏
函

へ冊
号︑

O▼

稀有とす乃所である︒文化園として秩序の

かにあつれと老へられて居たのである︒然

も角張盗といふ榛芯手段以外の事に求めた

の一致︑左右和等しの感悲抱かざる韮得な

鰯であるといふに至ってば︑やはり雨極端

然も非加盟剛にしてオプサｊヴアーとして

て犯人が逮捕された事はせめてもの結樵な

るに今度の事件が共産燕連動の養金働きの

事であった︒犯人逮柿と否とば人心の上に

に遺憾としなければならぬ︒併し蝋日にし

ｌき
︑ 然も自分はエ︶ンロ！王義牟唱へて他
如

維持さるろ剛にか上ろ川越か見ることは河

の奔隊雅拒かつつ他聞へは超 樵の干渉さへ

大影響がある︒即ち悪人には或は冥似態さ

癌症である︒検畢に検畢恥以てすれどもｂ

一か ら 十 迄 口 出 し 韮 し て 寅 力 心 持 っ て ゐ ろ

する︒これが明に柾に認めら ろ ろ 如 き ︑ 叉

せる惟れがある︒幽民にば一層の不安が伸

次から次へと根絶し鐙せぬ積の興砂物であ

ジエネーヴに列し︲調査剛に 加入し︑然も

西識獅立問題の如きに英蜘の尻抑が唯きる

ふであらうではないか︒我倒の警察機能の

る︒鯛家蒋来の鰯切に検畢ばかりでなく︑

しむ手◎所のものでなくて何であらう︒

正義擁誰のため一致協力腹避据ゑなければ
ならぬ︒さ江くぱ兵 の批界平和は永久嘱破
壊されるであらう︒

左傾ギャングに就いて
川崎第百銀行大森支店に︑ 白 諜 三 人 韮 の
ピストル眼縦抑入︑り︑行員を 威嚇して三蔑

走寒からしめた 事 件 で あ つ 赤 ︒︒彼の文化懇

像岡延弧恋ぜろ事件はじ近来 の 市 此 の 心 脂
誇る米 剛に於ては白諜強盗ギャングが枇行
ｂ

するといふが︑我函に於て肢 力 Ｌ ろ 事 件 ば

ふ︒へく︑インテリ暦的な思想運動であつ

らぬ︒併し此の通勤は一の文化運動ともい

衣︒所が思想連動であると共に他而暴力秩

犯人か捕えて見れば︑典れば叉以外でも

なかった左似思想の者であつ従ことば注意

二垂の危臓さ走持つこととなり︑一屑容易

序破壊の運動ともなるとすれば︑同問題は

ならぬものがある︑淘に憂懸走大ならしむ

すぺきことでなければ江らぬ︒弧雄と言へ

係といへぱ︑暴力剛的右傾通であるといつ

ば文書により宣博に努め︑黄金蒐集の如き

れたと兄らろぺくあった︒彼等は言論に或

に依って祁含の信川走失ふことル努めて恐

左傾遜は割合にインテリ屑に多く︑暴力

思想には恩想起以て職れといふ率である︒

れこそより考慮さるべきである︒それには

ゆくくもあるまい︒され・ぱ根悲絶やす事そ

末である︒如何に検坐しても根のあ乳所絶

・へきであらう︒けれぶもこれは飽迄も末の

惟ふに共産無根絶には検蝶は一層厳にす

ろとするのは此虚である︒

は淋行的に何等〃の方法韮以てしたか︑兎

なった課である︒

汝獅念ば立派に裏切られなければならなく

ぱ思想抜身︑の無鮒漢か或は多少の恩想的開

あった︒即ち従来除り暴力的行憾の例を見

共産蕪の問題は何といふても現下の一大

い次第である︒

何れも世界平和の縮抑運用心謀ら

盗達は枇界に冠たる事は自他共に許す所で

根絶に向って大努力が考戯されなければな

ろ如き．

あるが︑正に今回も趣嗣矯板に更に箔を塗

〕
じ

り得たのは吾々の欣快とする所であう士︒

てれあ以ては剛 際規約も樵

威 あ り 得 な い ︒ 此半ば仙界各剛の反術が必

ありとすれば︑

ば勝手むして他 へは干渉するといった行蛎

同

●一要である︒ 今 や 我 閏 民 ば 特 に 此 の 見 地 か ら

時
含』
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話除生先翁泊

１５１Ｆ制ⅡⅡｊＤ６旧０３

ｉ︲！

泊翁先生儀話︵四︶

１

同人の識見と文章

彼の逸話や徳行は頗る多いが︑之を

省略することとして︑鼓には彼の皐力

識見の世に所謂殿様塾でなかったこと

しく其の黙制を受けた︑之は磐渓が仙

詩文を営時の名家大槻磐漢に畢んで親

に腿勇来って彼の邸内に止宿した︒叉

縦堂を師として維史を望ぴ︑縦堂は篇

を愛好し︑常時聖堂の名儒たりし松崎

彼は晩年訓婿と銃した如く︑夙に文畢

の修養を怠らなかった篇である︒即ち

彼の素質に粥よるが一つには日夕文武

誠心を披涯して事に徴つた︒蓋し之は

歩︑よく上に事へ下を治め常に満腔の

彼は共の性剛毅厳正で︑事荷くもせ

石碑料を脇ふたといふも宜べなるかな

て早世した︺君侯正篤が痛惜して特に

二年正月廿一日不幸にも四十八歳を以

の功努を以て藤二百石を賜ふたが︑同

士であった︒されば嘉永元年十二月其

くまで文武に精働したのは珍らしき武

である︒幕末儒弱の風を成せる際にか

に至るまで悉く修智せぬはなかったの

に就て肇ぴ︑其の他和歌︑俳譜︑茶道

西洋砲術は之を己が抜擢した大塚同庵

兵肇︑弓道︑鋤術をも併ぜ修し︑特に

やがて藩中の師範となった︒叉馬術︑

偉の槍術を父と師とより望ぴて皆博し

の術一に西洋新式に従ひ奮法を州ひ

甲寅︑公祝しく菰みて技を試む︒共

南︑伊保村の郊に開く︒越えて葵丑

上誌して初めて演砲場を其の治の

嘉永紀元夏四月︑吾が群移封の後︑

左の如くである︒

が之を和課して其の一部を抄出すれば

彼の装世のため一文に依て共の詳細を

く西洋砲術の渡武場を開いたことは︑

二を教に掲ぐるのである︒

を受けた詩文の草稲に擦って︑其の一

今も減してある彼の大槻磐渓より黙制

栗園迂人

嘉の出身で︑彼の仕ふる佐野侯は前描

である︒此の偉人が即ち後年の西村茂

ず︑而して縦も其の業に精しき者を

を誇擦立て上置かう︒それは西村家に

の通り伊達侯の八男であった開係か

樹の厳父であったことは特に注目すべ

西村芳郁の文武叢修

ら︑自然佐野藩に出入して居たからで

きことであらう︒

︲Ｊ︲︲ＴＩＩ︲

開隆減︑大塚蜂其の他十数人と篤

知ることが川来る︑問より漢文である

彼が嘉永元年に佐野群移封後間もな

ある︒加之︑彼は武士の本業として家

−
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､

仙墓の文畢底り︑吾が先公仙墓より

り︑江戸に大槻磐渓先生なる者あり

す︑皆精練の士にして余不敏亦典れ

も︑諸ふ嘗みに之を諭せん︵中略︶

く︑予れ先生の志を知る能はすと雌

所を失ふか︑僕雀だ惑へりと︑余日

喜ぶの心に勝つ能はずして其の守る

の名を求むるか︑抑鷺奇を好み新を

亦敢て先生に譲らざるなりと︑識る

まんや︑此れ義なり︑余不敏と雌も

楽む者︑登共の諾と段とを蝶れて止

に先だちて愛ひ︑天下の梁に後れて

亦た難いかな︑然りと雌も天下の憂

●︲●１

々往来して吾が公子及び藩の子弟を

入って世統を承くるの故を以て︑毎

するや︑次を以て軸火す︑焔煙天に

中に延くも砲既に具はり︑丸既に賞

ずして来る︑公命にして之を砲帳の

て之を観る︑二十除里を遠しとせ

且つ先生堂に唯だ時と知り愛に通す

生の危を犯して避けざる所以なり︑

が公の今日の筆ある所以︑而して先

に之れ動むるの秋ならんや︑此れ吾

渓が初めて同庵より火術を僻脅した趣

場に試砲した事賞も判り︑且つ大槻磐

庵の佐野侯に鵬せられて︑同地の演砲

礎して居るものである︑之にて大塚同

て其の斧正を乞ふた文章として遺稿を

之は彼が望徳磐漢先生の梧下に呈し

者軸然として止む︶先生名は清崇︑

漆り︑山谷の馬に震ふ︑時に峰先生

の憂寓里の外に在り︑子の輩安んぞ

るのみならん其の志報国に在り︑其

の時に営り時を知り鍵に通歩るの

に謂て︑徒に見るは親しく隣するに

をも概兇せられるのである︒

方今洋勝椙職︑海気未だ消ぜ歩︑此

若か歩︑諸ふ自ら之を試みよと︑衆

以て先生の時に中りて其の血しきを

教授す︑頃ごろ叉火術を大塚蜂に問

皆之を危む︑先生緋ぜすして黙火数

制すろを知るに足らんや︑詩に云は

彼は又我が図防に就て既に一隻眼を

野侯に輔相たるの日之を記す．

次欣然として自得の色あり︑或人余

則ち禍すと吾れ聞く古の君子︑其の

ずや︑深ければ則ち腐し︑湧ければ

字は士庚︑玄洋先生の次子︑企︑佐

に謂て日く︑先生︑壁雛洛に遡りて

徴することが出来る︑其の一文とは即

有して居た左の一文の如きは以て之を

士︑量に唯た文雛に之れ耽り︑章句

其の原に逢ひ︑文︑韓蘇に稽へて其

故に一たび動けば則ち誇り興る︑一

道を行ふて垢を常世に求め歩︑是の

ふ︑其の演砲の筆あるを聞き︑請ふ

の玄を釣る︑其の他文墨の技能く其

たび言へば則ち殴り来ると︑味呼︑

す﹂と題するものである︑左に和課し一

ち﹁小艇にて大砲を放つ法の後に書

同人の国防意見

の皇を龍蛇にし︑其の聾を金玉にせ

士の此の世に虎して其の志を行ふや

一Ｆロ ｈＩＢｂ０１︒︒

ざるはなし今や其の豊ぶ所を含て上

︒；草ｒ︲︐Ｌ韻ＩＬｑ●ｑ●︑ｌ︲︐ｌ︲ｒ１

①ｆｂ■ｑＵ０

凶器に従事す︑鐙に時好に投じて共

■６ＴＩ卜
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く︑彼の大艦︑船首及び船腹より左

者一百鉄坐︑少きも亦二三十門を下

す忙若かざるなり︒昔は有馬氏の亜

風力を仮り水勢に頼るの愈れりと馬

の園を槻るに巧は則ち巧なり︑而も

の得失を老ふくきなり︒叉自走火船

かにして且つ識せり︑讃者就いて其

の製操練の法の若きは︑則ち洋書春

而も其の功彼に劣るなり︒夫の船艦

而して亦之を防ぐの術あろを以て︑

用ふろ者︑賞丸能く船材を穿貫し︑

て吾の小を援く︑且つ其の破裂弾を

り︑以て彼の衝に常る︑且つ大を以

き︑或は附き或は閏ぢ︑以て之を攻
む︑然れども又必す織臓二三隻あ

って敵の後に出で︑迭に進み互に退

す︒叉舶砲及び小銃を船傍に設け旗

天砲を以てし︑装ふに破裂弾を以て

ず数十百隻と用ひ︑各交載するに衝

便ならず故に小艇を以て戦ふ者は必

らず︑特に後編一路巨砲を懸くるに

右各登大砲を設くる者三屑其の多き

く︑此の翁年既に八句を蹄え︑而も若きのみならざるなり︒孫武日く︑
其の憂国の志︑剛遇の気凍乎として攻むれば則ち除あり︑守れば則ち足
衰へ歩︑古の所謂老いて益為批なるらやと︒翁蓋し此に見るあり︑毅然
者か︒蓋し海岸防禦の術は遼へて之として逆難の策を建つ︑量に之を卓
を海に槽すを上策と篤し︑待て之と見と詔はざるぺけんや︑然りと雌も
岸に拒むを中策と篤し︑城を出て上小艇溌煩の術に至っては︑則ち亦甚
野戦すろを下策と篤し︑己む遼得ざだ殆うし︒凡ぞ天下の事︑必十相謝
るに至て城を守るは則ち無策なり︑の物あり︑而して後其の力を角ぶべ
此れ古今の成説︑輿論の典する所︑し否からざれば︑則ち敗似を取らざ
間より易ふくからざるなり︒近時兵ろ者幾んど希なり︑故に六鞘に云ふ
を談歩る者或は云ふ︑吾の海防は船物と作うすと此れ之を謂ふ也︶黙れ
舶の川を籍るなくして足る者と︑抑ば則ち物の以て彼の船舶に較ぶるな
糞に何ぞや︑夫れ洋炭は詞はざるのき者海防経に篇すべからざるか︑白
馬に乗り︑善く動くの城に駕し︑閥く否︑巳むを得ざれぱ則ち中策に徒
に鰯蕩し︑康に出没す︑意の如くなふて可なり︑然れども若し賊海路を
らざるなきなり︑我は則ち翼なきの梗塞すれば︑則ち何を以て之を開き
弱を以て︑動かざるの地を踏み︑塘漕運を通せんか︑此れ叉戦艦の無か
を巡って拒守す︒菩へばま者の岡ふらざるべからざる所以なり︒吾れ群
が如し︑其の心剛と雌も︑其の術巧て西洋小船の大艦に敵するの術を聞

つの説を読み︑節を蕊ちて歎して日砲の中否︑一菅に刀槍の川を異にする

と雌も安んぞ能く手足の弧健なる者

4

余︑佐藤元海翁著す所の小艇砲を放に敵せんや︑且つ其の兵卒の努快銃

て見よう︒

1

て始めて︑其の事を悟ったほどであ

英俳米蘭四国の聯合艦隊に撃破せられ

︒ ﹄ １ ︲ ｉ岬Ｌ
Ｉ︒︒︒︒！︲す４ ■︲＃．ｌ茜
．Ｊｌ４Ｆ１ｊＩ・牌ｌｌｌｌｌトー１０吋︲ｒⅡ

る︑それを元治を去るとと十数年前よ

？ｐ■︲１幻山︑鋪加西４Ｊ沖歩叩卿⁝︲ｒｑ︲ＩＩＤ■■■■■■■画一■Ⅱ■■■■■■口・曙︒旬１１︒

蛎港の船を焚き滅ぼす者は︑其の能復た擬せ李駕︒

りよく知了して此の論を立してた西村一

淵即加勺０７９．認

く延いて港内に入るを以てなり︑黄之にて彼が其の兵畢に通じ︑元海翁
蓋の赤墾に於ける︑韓檎虎の江南にの小艇大砲を放つの法を以て︑危険至

０１巳●偶︲ｌ︲

於ける︑亦皆詐降の策と水塞の移韓極とした趣を看取すべきである︒蓋し

たものとせねばならぬ︒更に叉彼が文

芳郁の眼識は河に衆人に一頭地を抜い

瀞に巧みなると共に︑兵畢上に一見識

せざるに由るのみ︑蓋し此の術は唯元海翁とは言ふまでもなく︑かの有名

旋輔の艦に用ふくからざるなり︒然経緯記﹂天保四年︶を著し︑其の海内

て江川の門に遊んだ開隆蔵︵宜弘︶に贈

を有して居たことは︑佐倉より樺ばれ

だ之を下錨の船に施すべく︑而してなる佐藤信淵であって彼掩夙に﹁内洋

れば則ち果して川ふるに足ら︲ざるを遍く雁篭しての観察を述べ︑我が海

の深かりしことを看取せられる︒其の

た尼崎某に典ふる書に於て︑其の造詣

った文章や擬して道光帝に上る建議の

か︑白く︑機に乗じ鍵を制すろは︑蓮に就ての重要性を蕃告し︑叉更に﹁三

川兵の要道産り︑之を一心に運ぴてへ銑川法諭︲一を著し︑後には邪片戦争を
以て方略を定むれば︑則ち何物か活詳述して馬に﹁水陸戦法録﹂の書を著す
用以て兵と篇すべからざらんや︑徒に至った︑即ち其の書中に︑前掲の小
に之を特みて以て必勝の策とせば︑艇にて礎砲する大謄法などを述べたの
則ち叉小船開砲の術に危うし︑仮令である︒然しそれは西洋艦船の堅牢宏

なり︑云交

の妙用︑筆舌の能く言ふ所に非ざる

紅嘘一難の雪の如きなり︑而して其

ち気敗まり心明かに︑勝敗の機員に

んて熱し︑之に造って深ければ︑則

夫れ刀槍は小技なりと雌も︑之を畢

文字中に

が嘗て刀槍の術を共に︑修め共に論じ

ことを察知せられるが︑それよりも彼

文字などに依て益交其の才能の優れた

必勝の算あるも・・其の費亦賀られず大にして走馳迅速に且つ進退自由なる

秦楚の常を以てすと雌も︑多濡す雌ことを悉知せざる鴬であって︑之ほど
も多く瀞すべき所に非赤︑而も汎ん無謀極まることはない︑加之読計を以
や勝算の未だ必せざるをや︑詩に云て敵を灘内近くへ引寄せての儒倖を件
ふ︑封を探り以て鰐を下すこと莫しふて僅かに奏効する如き方法は︑如何
と︑翁の言資に批んなるかな︑亦以に陸上接戦に巧みなる日本兵でも︑順
て樺ぶ所を知らざるべからざるなる危険極まる不適の手段方法とせねば

−

り︑共他砺峰山人の諭之を藩ず︑今ならぬ︒さればこそ長州藩の奇兵隊も
１︲１１−︲ｌ
1
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ひ見るべきなり︒然りと雌も其の術

こたびせざる︑亦以て其の妨沸を窺

れば︑則ち顔子の怒りを遜さ赤過を

きなり︑是の故に莱牧きり心明かな

雌も︑亦吾が道の一端にあらざるな

夫れ道なる者は一のみ︑刀槍小技と

う︑それは尊意に任すと批評して居

は﹁槍術之巧﹂とか直したら如何であら

﹁長槍畢術﹂を﹁槍窮二其術ことか或

此の文字に封し︑其の師大槻磐漢は

好機博心︑千載仰懸︒

有換脈面︑長槍畢レ術︑祁化龍鍵︑

英霊之気︑降篤二俊彦式卓曇雄姿︑

に左の賛を作って居る．

や百錬千磨の鈴に自得すろもの荷も

と記し︑更に一韓語して

問畢の功を借るにあらざれば︑則ち

の士人といってよい︒故あるかな泊翁

る︒要するに芳郁君の如きは文武兼資

先生の如き寧騨兇を其の後に出したこ

或は傍経邪路に入て︑迷ふて返らざ
るの患あらん︑此れ文畢者の宜しく

とを︺︵未完︶

議壇多層倒行士
黛璽何園糞土艦

朝三暮四思二跳梁一

利職感し権謀策忙

傾レ邦罪鰯海山人

留意すべき所なり︒

などと語って居るのは︑如何にも斯

ぬ︒

畢の蔑奥を究めたものといはねばなら
尚ぼ彼は武術の外に前述の文才があ
ったから︑嘉永二年巳酉十月其の父芳
末尾に不肯男芳郁泣血撰と害し︑孫芳

高の篇に批翁君慕陰記を作った︑其の
在雪レ沸害と署されて居るが此の芳在
が即ち倉組茂樹先生である︒尚又芳郁
は其の槍術の流組なる佐分利重隆の篇

憂レ世傷レ時欺編舌
馬︲猫鳥し虎二重装
李牛難レ免傾レ邦罪
唯此先王奈二憲章一
１１

ｌ握蝋フ了受ムー

本箭は中央報徳含の献命思想バンフレッー

ルム︑シユマン氏のヨーロッパ雁於けるフ

トの第十輯であって︑エルンスト．ヴルヘ

ァシズムの概要を文畢士下地迩令氏が識課

近時我幽の思想界も︑政黛の腐敗か緯とゞ

となり．阜者も思想家も︑多少に係らず此

し︑満洲事愛を経としてファシズムの摸頭

の思想に就て何事韮か考へさせられるろも

のがあるの有様である︒函民も亦之に開心

九持つの止むなき現下である︒併しファシ

ズムは心筆者の書斎より生れたる思想では

なく︑元来イタリアに臓禽変践が生んだ震

践的概念である︒故にファシズムの理解は

常然イタリアの祇含的状勢韮理解する事に

よってのみ可能である︒ファシズム走生み

哩

狩末と延封比して解決のヒントを典へろ

出したイタリアの就含状勢と日本の現代及

役日は本書の正に使命であら子９

つ二つ一事ろづいひ想てし際に時常非
33

非常時に際して

持地ゑい子

：想ひつづる事一つ二つ
其一
雨三年来園難堂堂の雲は日本園内津を浦交に迄響き渡っ

と思ひます︒

を以て除程厳正な覚悟を定め世界へ封し︸し行かぬぱならない

是に於て私は除事は知りませんが婦人の立場から如何なる

役割を婚富して此非常時を打開緩和すべきかについて深い考

人口を開けばまづ日本婦人の経済思想と其智識がなく高等

慮をめぐらしたいと切に思っております︒

民生活の苦痛を一層深刻にさせることになるから︑併し園家

我幽人口の過半を占む婦人故に資際婦人の手加減一つで園

程の低級さといはれる︒

教育を受けてるといふ婦人でもさて経済の事になると呆れる

のはなかったが今日とそは事資として︑我が日本圃は共園難

の篤めに婦人が痛苦を忍ぶ位のことは思慰ある何人も快くな

た︒無論日本人の一人として︑これに大きな開心を持たないも

に直面したのであります︒今は園内を吹き荒してゐる思想と

すとと凡思ふ︒これについて想ひ起すは先年故井上賊相が

﹁墓所から見た金解禁﹂といふ御演説筆記を読んで蔵相が必

も山村哨皆もだえにもだえて発く困り果て上ゐるといふ姿で

死の努力を奮って︑婦人雑誌に記者連に或は主婦達にと席暖

経済の暴風雨はいつやむとも知れない︒都愈地も農村も漁村

できょふかと︑人も我も皆共立場を為に於て智慧と考慮とを

ある︑．どうしたら此苦しみと︑もだえから切りぬけることが

に殉赤る悲壮な畳悟を以て︑私共婦人に呼びかけられたこと

まる暇もなく︑自ら街頭にも立たれた其御心胸は園家の篇め

は︑私には忘れる事の出来ない想出でありますと共に︑新時

絞りぬいておりますが︑さて一﹂向に良い考案が出てこない︒

代の政治家として型を示して下さったことは︑今も猫想出新

外には満洲事鍵を以て初まった日本の国際的立場が復雑と混
で︑危機一褒でどんな危局に直面することになるか誰人もわ

凱とで非常に六つかしぐ牧捨の道さへ見出せないかのよふ

らたに感謝禁歩ることができないのであります︒

﹁今日われノーは園民経済の建直しをいたします篇めに︑政

載轄すれば左の如きであります︒

多くなされた御講演の中大阪中央公含堂の御講演の一部を

からない︒かくのごとく園内人心の不安とざわめきと不況と
が全国的に風唾してゐる虚へ叉とのさし迫まった↑固際問題
が︑からまっていつ今日より以上の非常時を惹起しないとも

思はれない︑御互一人灸兵が此非常時に封して深く張い認識
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っ二つ一事るづいひ想てし際に時常非

に無駄な使ひ方としない様に御協力を願ってゐるのでありま

府の使ひます金を減じ睡同時に図民に向っても便ふ金を有効
す︒夫につきましては婦人の方交は消費者として最も有力な

方糞であります︒皆さんは御自身が消費経済に於て如何に有
力左ろ地位におらる上かを或は自覚されてゐないかもしれな
い︒併しながら世の中の十の内九以上は皆さんが金を御費ひ
になるのであります︒どうかいたしますと一家族のうちで金
のとれるうちの十の九迄は使ふ或はより以上話費ひになる借
金迄しても御つかひになる方もあります︒私が勘定いたしま

すと一国の中で十のうち九割以上は必ず婦人の手によって清
費されております︒

あ友た方が此消費節約の事情を御聞き下さって我交に︑御

協力下さる左らば此れよりも有力なことはないのでありま
す︒消費者としての婦人の地位はあなた方が御考へになると
すぐ判ります︒あなた方が固の生産といふものを司さとって
をるといってもよいのであります︑暇りに申しますと外因に
のＬ九割までは︑あなた方の指圃によって出来てをるのであ

輸出させる品物は別といたしまして内地で消費いたしますも
ります︒あ底た方と直接闘係のある日本の織物の産塑と歩い
てごらんなさい︒

この頃では日本婦人にかういふ好みがある︑あ上いふ好み
があるかういふものをこしらへて責つたらょからうといって

生産者は皆婦人方の意向↑はかり探ってをるのであります︒此

は織物の産地ばかりではありません︑墓所においても一家で

ことばかり駐気にしてをるのであります︒言葉をかへていひ

使ふすべてのものは︑婦人の趣味晴好がどこにあるかといふ

であります︒それでありますから︑或人友が今日やらんとす

ますれば皆さんが生産をつかさどってゐるといってもよいの

る目的を達するには婦人の方たが治費者としての地位を自琵

されて︑どうしたたらばこの一家の経済が合理的に行くのか

有効に金が少くして無駄をせずに︑どうして一家が健全なる

れぱ︑我交の目的の十中八九迄達せられたのであります︒

誰達をして行けるだらふかといふことを御考へになりさへす

日本におき堂しては︑消費経済の一方から申しますと︑消

費者の地位といふものは完全に認められてをらんのでありま

す︒ややもしますと生産者が保護され消費者が無覗されるや

うなことがありきす︒しかしながらいづれの園といへども日

だんＩ︑向上されてまゐりまして消費者が即ち一国の政治一

本の先進国状態を見ますと︑この消費者の地位といふものは

園の献曾の制裁者となることは︑だんノ︑先進国でみるとこ

といっておいでになりますが︑此を総問した数千の総衆は

ろであります︒﹂云交

感激の除り恩はず細立︶つとなって︑寓歳をとなへ︑識相叉雨

眼に涙を浮べてこれに︑酬ゑた光景微妙なる人心の融和と共

字①
のひ

つ二つ一事ろづいひ想てし際に時常非

鳴との偉大なるドラマであったと大阪毎日は報じておりま
す︒

私はこれを讃んで三年後の今日といへども︑故職相の赤誠
をこめて語られし態度と其紳士的詞遥ひとは︑私の魂に深く

印象づけられてゐるのみなら歩︑今や固の内外は日に日に非
にして手も足も出ない行きつまりの今日︑故赦相の此の御講
演は幾度も想ひ出の種となって情切ならしめております︒

私共にありがちな今日はこの岸︑明日はあの岸︑にさく浮
洋的生活から一日も早く脱出して︑婦人獅自の堅資性を大い
に溌揮し此の非常時に於て其力はたのみ甲斐ある日本女性よ
と目せられたいものであります︒夫れには聞き古るしたこと

で多少いつの世に至るも叫はる上ことでもありませうが︑図
民一般の生活改善は殊に家庭姉人としての自力更生こそ最も
有力な一つの方法であります︑想へば日本現在の生活には︑

虞に生命の幸禰がない形式生活に柵せられてゐる事が甚だ多
い◎

是は婦人の意気と方策とのみで解決する外には道がないの
であります︑婦人が一家の節約緊縮に意を用ゆるは素より金
銭上虚世上何にか土はらず︑重復と無駄と手数と費用のか上

意に解樺する事﹂と﹁私一人丈努力したって駄目だ︸といふ

狭い眼界から脱出してたとひ夫が一人牛人であらふとも図の

苦境を打州する事とし知らば︑努力して一日も早く新らしい
であります︒

気分で︑天を仰ぎ地を踏む丈けの心のゆとりを持ちたいもの

つまり今日園内の難局は共元を正せば上記の根本精祁を忘

れて夫が見えない虎であやつり︑共虚から魔がり康がって無

限に固内に稲をかもしておるのかも知れませんＪ

最近某牒知事某氏は女中として長年造ってゐた婦人と結婚

式を筆げられた時︑．！ヒーとサンドウヰッチの簡易さで済

す︒

まされたといふ話がありますが︑共事の是非はさておき時代
は急激に目ざめつ入ある事丈げ確か巌事資であると恩ひま

嘘胞聾

淫レ椛損ソ義︽事二私争一

積勢横流浸二上下一

傾レ邦群袖無二清節一

烏族難︾分雌興し雄

王士中

刻し鵠憲談蹴類し驚

此を賞行して参ゐりますれば睡逢に思想善導の道ともなり

砺岡何意殉し権者

る源はぼんとにやってのけたいものであります︒

ますでせう︑一個人としての婦人は﹁物事を嵩べてもつと善

冠日一天王土中

羊頭狗肉互誇レエ

厭レ聞朋黛嘘胞蕊

巧言令色謬二蒼生一
叫媛六親憐二識耕一

是登先王議政情

路海山人

I
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掠女多事多難の秋

足立栗園
↑・藻て待ちに待つたるリットン卿報告書なる者が︑外務省の

手によ２Ｌ翻鐸せられ︑其の要綱をさへ明瞭にして︑一般園

民の前に公表せられたことは︑従来の追随外交に見ざる所
で︑吾人一同の欣快を禁ずる能はざる所である︒而してこれ
がらの内外接衝︑彼我論争のすぺてを操返して︑果して雲と
なるか雨となるか︑乃至カラリとした晴天を見得るか︑その
何れにするも︑容易に短日月の間に解決の付く所のものでは
あるまい︑吾人は十分今より営局を信頼して︑陰忍自重各匁
外護に役立つやうに議すべきである︒而も其の長日月間に︑

其の講すべき事業に精勘して︑一分にても国家の馬に︑後援

把て起たればならぬ日も到来するやも測り知られぬ︑そこに

聯盟の開係は益Ｅ多事多難となり︑罷り問達へば或は干尤を
一般園民といへども︑決して無開心であってはならぬ︒

︽願ふに従来の日本人は︑明治以来︑久しく外園模倣といふ
こととのみ勉め︑孜凌汲交として文明開化を言ひ前として居
ったから︑自然其の間には自己を忘れ︑木園を忘れ殆ど浮き
告せられた黙で︑本脅の要領に﹁本国を大切にすべし﹂とい

腰となって居た︒之が我が倉組西村先生などの毎匁に注意警

ふ一項をさへ加へられた所以であった︒幸にして時勢は漸く

民も憂夢より目昂めて︑漸次に自主的となり︑而も日清日露

移り鍵って︑反動的に閥粋的議論が鐙頭するに至り︑一般図

の二大戦役に勝利を博してから︑一層国民的の意気高まり︑

必ずしも外人の一翠一笑に狼狽周章するやうな伽態を敢てす

ものか︑兎角彼等の桐喝やら欺宣僻に脅えたり︑浮かノー︑之

る者が少いやうになった︒けれども所謂先入主となるといふ

に乗ったりして︑我が面目を損じ︑鴬然受くべき利椛をさへ

失ふととが屡里であった︒華府や倫敦の含議の如き明かに共

の請擦を示して居る︒がまた幸にして世界戦争後︑略＆列強

いふ者を了解し︑必ずしも彼等の爾かく長る上に足るもので

の外交振りや用兵振りやを賞見するに至って︑彼等の賞力と

ないことを心潜かに首肯するに至った︒之が今日に於て我が

図民上下が︑今日のリットン卿報告書なる者に接して︑さほ

ど浮立ちもせず︑殆ど冷静に受け入れて恥何等周章狼狽の態
なく︑徐に我が営局殊に陸海軍人や近時の外務官に信頼し

に相達ない︒是等の黙は吾人の頗る心握さを感歩る所であ

て︑事の成行を観望しようといふ態度を持するに至った所以

の力典かつて大なる者ありし篤と言はねばならぬ︒是軸に於

る︑之も要するに時勢の賜であり︑且先墨者諸氏の指導誘披

て我が弘道含などの国民精祁作興上︑多少の寄典貢献を篇し

たものであるといふと苫は︑必ずしも自霊自讃ではある韮恥

ー

秋の難多事多々益
37

ばこそ彼等外人は今尚ぼ得袋として其の古めかしき奥の手を

の遠交近攻策を今尚ぼ蒸し返して得共たるものがある︒され

も℃︑︑︑

其の手段に乗って依然蝿らざる函に中華民国があって︑古来

の侵略に悩まされた史蹟であって︑其の内凱の如きも︑皆外

訓って思ふに︑東洋の近世史といふものは︑殆ど欧米弧園

と思ふ︒

交上より惹起された傾がある︒印度も支那も日本も皆それで

が︑此の鮎に目尭めんことを希望して止まない次第である︒

べき障碍であって︑吾人は一日も早く隣邦支那の上下園氏

我が外務省の宣言中にも︑向後日支浦三国協同して東亜民生

出し得るであらう︒之は東洋平和否寧ろ世界平和の馬に長る

列園交渉といふととに無経験であったから︑彼等の欺蝿に引

の利禰を開拓するようにせねばならぬといふ意の震表せられ

ある︒哀いかな︑営時は東洋には器械的の文明進まず︑且つ
か上り︑又彼等の武器に悩まされ︑殆ど敗北の憂目を見た︑

て居るのは︑全く前瓢の理由に基づくもので︑吾人はどこま

︑℃ｂも︑Ｕ

の端を附き︑支那の如きは鵜片に毒せられて今日あるを致し

其の中にも印度の如きは︑ぬくノ︑と一商祇の手に依て覆滅

いかにも我凌は一種猫特なる図民精川あり︑必ずしも彼等の

の﹁鎖国論﹂や帆足寓里の﹁束潜夫論﹂などを味讃すると︑

拘はらす︑我が図民は従来どうも外図接衝などに富り︑或は

ぬことである︒短莱は損気などと世の諺にもあるほどなるに

民性の一の短所として︑所謂短気といふ黙を警戒せねばなら

唯だ此の際炎廷も注意して置かねばならぬことは︑我が国

隼︽い○

でも之を蒋来に於ける理想目標として進む所がなくては友る

畏る比に足らざる理由を︑いかにも鮮明に論述し警告されて

るとと少く︑漸くにして危機を脱することを得た︑ケンプル

たｕ渦り我図には先兇の士があって︑彼等の誘惑や欺陥に乗

部居る︒蓋し是等生きたる閲粋諭は必ずしも一般に認められな

経済上の掛引などに際し︑いつも短気を起して自ら失敗を繰

でも戦争でもなかった︒然るを前世紀に之にて成功したから

う︒支那の如きは之に反して︑数千年来︑外交手段に於て︑

一堂引例する要もないぼど︑吾人の記憶に新なる所であら

の歴史もそれが鴬に︑其の光輝を稔晦にせられて居る︒之は

返して居る︒見事戦争に勝ちながら外交談判に失敗して︑虻

○Ｏ

る︒要するに彼等の外交は︑全く自己本位であり︑常図強兵

かつたが︑幸にも世上識者の頭脳に働き掛け︑途によく明治
維新の新天地を展開して秒彼等に鴬り得るに至ったものであ

蜂取らずに陥って居ることは︑豊公征韓以来の賞例で︑明治

とていつまでも其の奥の手を出して︑依然我に常らんとする

其の戦敗の跡を兎に角糊塗し得て其の斌稜を綾け︑どうやら

は其のモットーであり︑決して正義や仁義に始まった外交

如き牡︑其の手段の拙劣たるを思ふべきである︒然しながら
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今ャ天地弧雲甚ダ念ナルー一堂リ︑足立栗園平田骨仙ノ雨氏︑

二明示シ︑以デ老フル所アラシム︑是し之ヲ活史卜謂フ鳴呼

観シ︑自函ノ警戒スペク留意スベキ諸黙ヲ畢ゲーア︑謀メ同胞

いたのであったｕ同序文中に﹁卓見高識能ク宇内ノ形勢ヲ達

ケ谷の邸に訪ひ︑親しく同書溌行の趣旨と物語って序言を頂

田氏と共に課ての知己左る小笠原長生子僻を今は識谷睡の幡

而して日藤紛争の曲来根篠を明かにしたのであった︒常昨平

ては頗る要領を得た積りで︑瀧洲の歴史と地理とを紹介し︑

世に公けにしたのであった︒同書は杜撰ながらも︑常時にし

故人平川骨仙浩と共に﹁満洲古今史一の一書を箸はし︑之を

とがある︒それは日露戦争の後に起らんとする初頭︑筆者は

満洲問題の事に就墜﹂卯か自讃的に付け加へて置きたいこ

到来を切望して止まないのであるＪ

等とても︑必ず自党するの日あらん︑吾人は一日も早く其の

且つ永遠に解決するものではあるまい︒然し正義の前には彼

ととを︑双方とも了解するのでなくては︑時局は到底回滝に

の遠交近攻などを繰返してのみ居ては︑最早役立たぬといふ

諸図にして昔の奥の手では妓早駄目であり︑支那にしても例

いものと言はねばならぬ︒思ふに今後の満洲問題でも︑欧米

る聞家を樹立し得る所以と思ふて居ては︑賞に錯誤も甚だし

し︑今後も将来もいつまでも資力なき欺畷や禰縫が︑堂堂た

かうやら膳朝の閏脈キー保って来た︒然し其の手段を今も繰返

、

糞ヲ要セズ﹂との讃僻を呈せられて︑赦顔を禁じ得なかった

活眼ヲ附一ア活書ヲ箸ハス︑典時宜二切営シ岡家二有益ナル喋

のであった︒所で今や物換り星移りて其後一千八年にも及ん

で居る︒而も此の長日月間に︑我が固民は果して満洲園其も

のに就いて︑常に耳を傾けたか︑頭を使ふたか乃至理解する

ことに力を議したか︑其の之あるは最近のことであらう︒此

の如く我が邦人は︑いつも何事も目前の事に趨って遠大の着

眼なく︑俄︑かに足元から烏が超つやうな措澄は︑吾人の頗る

補足すべき必要ありと恩ふのである︑兎角我が那人には讃書

遺憾干寓とする所で︑叉国民性の一妖黙として︑十分今後に

といふことが妖けて居り︑殊に歴史を顧みるといふととが疎

かであり︑而も下らぬ娯楽遊戯の事にのみ読書して時間を空

て数へらる上大日本帝園の国民として︑十分注意警戒すべき

過して居る雄がある︒是等の鮎は将来世界三大弧図の一とし

あり多難であるに相違ない︒此の時に常り我が邦人に︑大図

所であらうと恩ふ︒要するに今後は我が帝国は︑益上多事で

民としての大度堂︑大識見を要することは︑己に言を待たぬ

所である︒吾人は呉其も我が同胞が此の際︑蒋来に封する大

礎悟を以て緊揮一番せんことを切望して止まないものであ
ヲ⑨○
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膳急さ恒久の二方面

繁田武平

我が索膝首相には先頃中央教化阿偶聯合含代表者含議に於

個人の復興でなく要するに﹁村柄立直し﹂と言ふ事に齢着する

自力更生も村柄立直しであり︑際柄立直しであり︑更に進ん

では剛柄立直し人柄立匝しとなり︑要約すれば団民生活の立

直しとなるのである︒正確なる打算に基づいた︑物質的更生

◇政府は肱念封策として覇主として維湾更生に重きを置きや

た剛氏の向兇こそ︑難局打州の不可峡要素であると信ずる︒

の政策は勿論必要であるが︑之と共に精祁的更生を目標とし

れた︾か上る式僻としては誠に珍らしく而かも意義深き語

農村救済︑負債整理︑中小商工業救援産業統制の企劃には︑

て︑聯合舎煙として式瀞の冒頭に︑図民生活と言ふ語を使は

で．特に余の脳裡に印象深く残って居る︒との剛雌生活と言

へばそれ迄で︑後は再び前の萎微不振に陥るは営然である︒

れども欝川の雁念企割だけでは諺一度その事が完了してしま

面の問題で︑誰人と雌も論議とさしはさむの除地はない︑け

相儀の費を投じて目的達成に努めて居る．之こそ常然たる営

ふ語も︑現賃の問題として見れば︑締祁的と物質的の二方面
がある事を知らねばなら砲︒索藤首相のこの場合の一語は︑

果してその何れを桁して居たか︑勿論背相は之を明言しては
居なかった︒併し時局に封する現政府の諸政策から判断すれ
ば︑雁急の問題としては物質的閲民生活を見︑恒久の封照と

では︑不安の限りだ︒根本的更生は到底達成し得られない︒

是に於てか雁念の封策は勿論必要であるが︑根本策として恒

殊に緬溌し来る川来事に唯その封膳策のみに傭心して居たの

久性ある方針を︑最も明確に貝華に︑稔討し樹立し且つ賞施

しては精刷的図民生折を考へて居るものＡ如く想はれる︒即
とすると言っても．之を雌脱して居ると言ふのではないが︑

すべき必要がある︒余が言はんとする恒久策は︑一般人及び

ち物質を先にして︑精祁を後にして居るのだ．勿論精祁を後
現賃の封策のみを批判すれば︑然りと言はざるを得ぬ︒

各種閣鰐を封照とし︑精祁更生を目標とした教化の蒋及であ

めるが︑いは障梢片手間の槻なしとしない︒余が敢へて鼓に

◇近時盛に唱道睦られる政府の自力更生運動も︑緒川的岡民

之を提唱するのもこれが篤である︒切に常局並に識者の一考

る︒現在既にこの方面に政府が若妻子を進めつ上ある事は認

庚義に之より生れかはる︑やり直し立て直しの事と解すべき

みがへる﹂と訓じ︑死したる者が更に生きかへる意であれば
ある嘘即ち各自が他人に頼らす︑向己の力を以って立て直さ

を望む次第である︒︵昭和七︑一○︑一○日記︶

生活を封照としての一政策であらう︒更生の合字は魁で﹁よ

うとする心榊が自力更生である︒二宮尊徳先生の説く所は︑
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日本画民精紳の振興を希ふ

松倉慶三郎

の制定厳立せる日本の今日に於て︑孔孟道徳の妻妾の黙は日

本に用ゆるととができない︑故に之〃一捨てて他の天命人道理

性の忠孝友愛慈仁義勇寛容謙譲等の美徳政治経済商家修身等
ある︒

の我が園民精祁振興に資する部分のみを梯ぴ採るとと肝要で

日本人はｎ本鴎民精祁の振興を計りて忠孝仁愛︑義勇節操

ぱ儒教を講歩るもの一層の慮を要するものがある袋明治一初

満一層親密和交漢畢隆輿することは必要上営然の趨勢底れ

教は前記統治の仁義の鮎にあり︑今や満洲猫立図家承認日

由来徳川幕府時代に於て園皐者︵祁道︶より攻撃せらるる儒

勤勉力行以て︑それ人︑その職業を通ぼし︑又はその立場を

年は西洋の畢勃興し高等小畢校とても英語が必須科目と鴬

各宗教家等に望むこと切なり

以て日本の天皇に団家に誠を講し︑父母に兄弟に夫婦に友人

り漢字の腰止の聾制限の謹大なることあるも今は寛和せら

も博来営時︑祁道家の排斥する所となり一般幽民も堅く取て

俳教は支那に於ても素と漢儒の攻禦の的と篇り日本に於て

二ｕ悌教

緊要を認むるのである︒

れたるものである︶換言すれば儒教の特に一層の日本化の

に親戚に師弟間に人共相瓦間に精祁的物質的に信を現はさな
日本の宗教道徳は以上の思想信念を堅責にし︑力行努力の

ければならぬ︒

基礎を養ふものでなくてはならぬが︑日本の宗教道徳に立脚
くては左らぬ︒

して之か指導教化の任に営るものに於て︑特に寓全を期せな
各宗教道徳指導激化者に封して希望を述ぶれば

り統治せらるる建図の大精祁一貫することを要素とするもの

我が日本の固鰐は菖世一系皇統連綿天壊無窮の天皇によ

悲運に含ひしと難ども日本化したる沸教はその説く所と日本

一致を見るに至りて大に隆盛に達した︑明治一初年溌沸棄樺の

り俳説の俳︑悪︑が日本の剛鰐並に君臣父子共の他の道徳と

ずる厚きお方の現はれ又偉僧の本地垂跡説︵祁俳混合︶によ

婦依するもの少なかりし歴史を有す︑中葉皇室より俳教を信

左れば︑孔孟の統治に閥する仁義は四書五経の雑畢之が流れ

弓儒教︵孔孟の道徳︶

を汲む漢畢は我が日本には許すことができない︒又一夫一婦

ふ希避興振の祁精民圃本日
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の園韻風致に矛盾せず以て今日に至りて再び晩回し得たりと

ち︑日本皇室の尊崇観念を弧く且つ大にして鐙憾なきを期す

家並に斌曾に功労ありし臣民を祁りし祁斌︶の祭祁鍵に崇教

日本祁祇︵天岨祁︑天皇皇族を祭祁として崇め日本皇室園

日本画家の擁護に努力して寓全を期すること︒

ること︒

必要を見る︒

雄ども︑往時の比でないが漸次隆盛に趣く所に益友日本化の

三︑キリスト救

日本の淳風美俗を尊重すること︒

日本国民各自の組先崇拝の念を一層強くすること︒

の誠意を現はして道するなく︒

隆盛を見たる後織田磯砲徳川時代に於て賀巌の差こそあれ︑

特に根本に逆りて日本の天の御中主の祁高皇産雲紳皇産

キリスト教の日本に於ける歴史は足利時代の末葉に於て？

布教を禁止せられ︑明治初年も禁止せられ︑その後信教の自

鍵祁の刺と孔孟儒教の天と俳教の桃とキリスド教の祁が同

Ｏ

由を得てもその間園粋主義者によりて常に非愛園の攻撃を受

一にして︑天地寓物創造︑主宰正義擁護︑絶封無限の愛︑永

Ｏ

けたること数袋なると共に︑他の宗教よりも排撃せられたる

久の生命を保有する天地の大羅なることを尊重知畳して︑日

ｏ

とと少なくない︑日本化するキリスト教は孔孟儒教の仁愛義

今や世界各図日本に封して︑諸種不利益なる言動を馬す秋

増進を期することである︒

祁の振興に資し︑日本皇室の蕊楽園蓮の隆昌日本民人の幸娠

Ｏ

耀信︑沸教の慈悲無量が日本化する時に我が園惜我が園民道

本の祁道を尊重し︑他の宗教をも日本化せしめて日本図民締

要はキリスト教の純日本化の緊要なることである︑日本化

徳と一致すると同じく何等攻撃に値するものでない︒
のキリスト教は日本の団贈を擁護し日本園民道徳を維持する

に際して日本人が日本国民の本分として︑日本の皇租日本国

に力あるものである︑日本人が攻撃排撃するものは日本化せ
ないキリスト教でなければならない︑日本人の攻撃するのは

ばならないとき世界各図家の人類に封して︑日本の皇道徳化

を及ぼして人類愛を大にしなければならないときに際して︑

家の篇めに忠誠を奮ふぺきとき日本閥民の幸幅を計らなけれ

ばならない︑叉日本化せないその他の宗教に於ても同様であ

日本図民精祁振興に大弊害となるとと世界人類愛に大支障と

画境を無脱したる一覗同仁的の宗教︵日本化せない宗教︶は

日本化せないキリスト教許りでなく日本化せない儒教︵孔孟

る︑キリスト教牧師信徒︵救世軍士官兵士も︶に望むことは

道徳︶も日本化せない沸数も断交乎として攻撃排斥せなけれ

一厘キリスト教を日本化するととの肝要なることである︒印

露るものなることを畳らなくてはならない︒
四ｂ日本紳這

の天の御中主高ミムスピ祁ムスピの帥︶を神道を奉ずるもの

のは伽︵祁︶を拝がみ︑キリスト教を奉ずるものは祁︵日本

る︑直にその宗教の根本原理に慨入し得ば之を日本化して善

他宗教を攻撃し他派を排撃するものは牛知半解の春であ

が大切である︒

は刺︵日本の榊︶を拝がみその拝がむや誠を以て拝がむとと

て可なるも︑日本人が庭に日本の皇道を尊崇し日本人の使命

日本人が日本を小さくして問守するからは日本神道丈けに
を完ふせんとせば︑日本を大きくせなければならない︒﹁日本

用し得るものである︒

家祇曾の篇めに貢献するを得ることは日本国民の本分であり

日本国民は︑天皇を拝がみ︑天皇に全精祁全身鰐を捧げて図

日本の天皇は洲で在らせらる︑天旭と一鰐で在らせらる︑

を大きくすると云ふととは領土の擬大と人心徳化の擬大を包
包容することの愈凌大なることであって︑人心包容徳化普及

む﹂日本を大きくするにはその人童︵日本人以外の人だ︺を
に付て峡くことの出来ないものはその人だの信ずる宗教善川

大なる響れである︒

すると共に絶封的の狸大なるものとして︑怖れず惑はず憂ひ

に知ると
と言
言ふ
ふ丈
丈け
けで
では
は力
力が
が薄
薄いい︑︑知行合一でなければいかな

凌い︑大磐石大不動のものたらしむることは肝要である︑軍

儒激を奉ずるものは謂ゆる天︵榊︶を拝がみ沸教を奉歩るも

い一陽明皐は知行合一を力説す﹂

代に八千代にさざれ石の厳となりてとけのむすまで︒﹂

皇統連綿天壌無窮の日本天皇しるしめす御図︑君が代は千

を忘れてはたらない︑この善剛には日本川道以外に純日本化
世界各幽の八類全惜は日本の皇道徳化に浴せしめて︑その

の各種の宗教道徳・と必要として居るとと明白である︒

は着盈として行はれて居る︵外国領土の侵略でないことを附

幸幅を増進することは日本天阻の祁意である︑この祁意賞現

ｰ

天地の大鍵を拝し信じて人の精祁を統一し正しく美はしく

言
す
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日満親善の基調問題

知って居ても︑新しい文字の用法は今日の日本人には分らぬ

情︑気質︑生活等が悉く違って居るではないか︒

春が多い︒且如何に同種の民でも︑一皮むけば其の思想．感

◇

如く忍はれる少乍然仔細に其の民情を洞察すれば︑彼等は

如く見える︒彼等は自由を求めずして唯金許り求める民かの

岡崎毒市

一見すれば︑昨日迄張畢良の専制抑唾の政治下に甘んじて

日滝親善は単に我図の淵洲風承認に依ってのみ︑永遠に其

一日川而作︑日入而息︑黙井而飲︑耕田而食︑帝力於我何有

居た満洲風民には︑自由を求むる思想など理解出来ないかの

の目的を達し得るものではない︒如何なる杜含現象でも︑虞

我﹂と云ふ姐先博来の自由歌を高唱して︑自由の名に酢はな

◇

の根幹を形作るものは︑粥に共の図の国民性民族性であるこ

引いて東洋氷迷の平和を確保し︑満洲間をして名資共に三千

派であるか︑我図の一君寓民の天皇政治とは根本本質に於て

閲鰐の槻念に至りては︑単に王道政治と云へぱ如何にも立

◇

︑︑℃︑℃︑︑︑︑℃も︑︑℃もｂもＵも︑℃ｂ

とを知らねばならぬ︒利害の開係のみで結んだ親善は利害の

いで︑寧ろ自由の資を楽しんで行く習性がある︒

閏民衆の楽土たらしむる篇めには︑我図が浦洲団の図民性民

審壌の相逮がある︒彼は何所迄も﹁易姓革命﹂を是認する思

︑℃℃︑︑︑︑︑︑畠

衝突で何時でも破壊される恐れがある︒満洲閥承認に次いで
︑︑︑︑℃︑︑︑℃︑口︑︑℃も︑︑もも℃勺︑・
重要性を有する画策は日瀧親善の基調問題である︒日浦親善

族性に就いて︑更に一層深い認識を持つことであると確信す

蒙︑白系妻露人︑鮮人等を含んで居り︑風俗︑習慣︑言語︑宗

一口に満洲園三千寓民衆と云ふも︑此の内には︑漢︑満︑

は満洲図の抱く王道政治の理想を包括し︑何等之と背馳する

ろ宗教的信仰に迄なって居る︒而して祁武天皇建国の大理想

も之が寓世に亘りて抜くべからざる閲民の政治的確信︑否寧

る︒

教等を異にして居る異民族︑異人極の集合関鵠である︒叉日

所以を認めず︑之を古今に通して誤た歩︑之を中外に施して

である︒我は寓世一系の天皇之を統治し給ふ皇道政治で︑然

想で︑民意に反する図王は︑何時にても之を改陸出来る仕組

流雨図は一︲同文同種一の民と云ふも仔細に黙検すれば︑同文

惇らざる態のものである︒即ち祁武天皇即位建国の大詔を評

◇

は同文でも︑昔と今とは文字の組立矛異にし︑古い漢文字は

するに

せぬとも限らぬ︒即ち雨者共に固民性民族性の相違に就いて

上の認識不足から途に利害の衝突を来たし不測の禍害を招来

充して親善提携の責を永久に維持することは到底不可能であ

十分の理解と同情がなければ︑和光同座︑互に共の長短を補

ると恩ふ︒股鑑遠からず︑過去に於けるが如く︑現在迄︑英

ザカン

我力東征シテコリ弦一工︿年︒以テ皇天ノ威ニョリ兇徒裁二就ク︒

タ風塵ナシ︒誠二宜シク皇都チ恢廓シ︐大壮チ規模スペシ︒今蓮

国か挨及︑印度︑其の他の植民地に於て嘗めつ上ある苦い経

避土未ダ浦カナラズ除妖伽梗ナリト雌︑而モ中州︵大和︶ノ地マ

此ノ屯蒙二腸シ心民心朴素ニシテ菓楼穴住ノ習俗惟レ柑也︒夫大
ツ室︑ン

人ノ制チ立ツル義必ズ時二階フ︒荷モ民二利アラバ︑何ソ聖造

験は之を音読して除りあるのである︒我等は此等の黙に就

１１柵珊Ｉ １ １ １

ｌ明治雲徳記念墨書紀要ｌ鰯雲錆八巻

東京市小石川麗丸山二明治聖徳配念畢含褒行

立二十年小史﹂﹁古語拾遺講読﹂の二冊走添へてある︒

紹介するに益する多丈なるものがあらう︒皿附録として﹁本翠脅設

正に満載︑且つ例によって︑欧文の日本文化の壷表もある︒海外に

本篇は其の二十周年の記念の菱行であって︑誹演に研究の褒表に

ではない︒含創立の意義は今や内外に宣揚された課である・

賀の至りである︑其の間斯含の思想界に貢献せろこ︲存は決して鮮少

流れて早くも本年は浦二十年の歴史ル作ったこととなった︒拘に慶

されて今日に及ぺろことば世人の悉知する所である︒而して歳月は

明し︑我が函鎧の糖華と円束の文明と迄内外に顧彰せんと一意努力

明治聖徳記念畢倉が︑本邦思想の特色と我建剛精抑の大本とを附

る︒

て︑日浦朝野の識者が将来益誉相協力して︑彼我図民の指導

タルチ防ケン︒且営二川林チ披沸シ︑荷室チ経誉シ︑恭ミテ賓位
○○Ｏアマッカミ○○○○○Ｏ一
二臨ミ︑以テ元稚チ旗ムペシ︒上︽則チ乾蝿蝋テ授クル徳二答

開溌の任に一段の努力を桃はんことを切望して止まぬ者であ

タ︑︑︑

︿︑下︿則チ皇孫正テ養う心テ弘メン︒然シーア后心大合チ兼ネテ

０○○○○○○○○○○○○

以テ都テ開キ︑八絃チ掩ヒテ字ル鯛ス亦可ナラズヤ

建国の大精祁︑惟祁の大道︑天壌と共に窮無き所以を堂為

宣示せさせ給ふてある︒されば縦令彼等と思想︑感情︑風俗
︑︑口ｂｂ︑︑ｂＵｂ︑︑︑︑ｂ︑
習慣等を異にするも︑我図の聞鵠棚念のみに就ては︑之の槻
℃℃もＵＧ℃℃︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑ｂ︑℃︑ｂ︑︑︑
念に彼等を訓練し︑陶冶することは︑彼等の国利民頑を増進
︑℃︑ｂも︑︑︑里︑︑ｂ℃℃も︑℃Ｂ
する所以であって︑百益ありて一害無く︑反って之が促進運
◇

動とそは日満親善上刻下の一大急務にはあらざるか︒

今や日浦両国は共同の利害開係に依って︑打って一丸とな
り︑唇歯輔車︑互に親善の責を塁げつ上あるが︑将来永遠に

雨肴の親善を計り︑両者の提携に剛嬬なからしめんと欲せ
︑℃︑℃も℃℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃ｂ︑︑︑︑℃︑一
ぱ︑我は彼を計るに彼の尺度を以てし︑彼をして我を計るに
︑︑︑ｂも︑︑︑︑ｂも︑︑︑︑ｂ・ｂ

我の尺度を以てせしめなければならぬ︒然らすんば相互性格

f

｝
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題間詞基の善親瀧日
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宮本昔造

圃難現出の原因ざ其打開策︵一︶

思想財政経賓の行菌の原因
畏くも御仁政の御聖旨に副び奉らざる政策を執りたるに因る︒

理由

一︑人類の究極は︑農産物に依る︒へきば︑衆の汎く誌ろ虚Ｆして

然るに五六十年来の鯛策は︑欧米の如き贋汎なろ領土︑且つ豊富

農は永久に天下の大本たるぺきものなり︒

なろ物賓走擁する︑恰も天恵的とも詔ふぺき虚女地威皿つ炭大なろ

力糎念か失ひ︑口に綱紀耐正︑閏利民祁︑改良改善等を唱道すと錐ｂ

倣し︑一貫なき波上政策を箕現する脹至ろ︒於是欺︑是非曲直の覗

事変は誰く反封の結果走招致し︑人事行政︑負振報酬の保誇の如き

至り︑叉之れに封する同怖心︑雷同性叉は正義細念より祁呼唯して

は︑極端なろ不公平︵不衡平︶に陥り︑鰯めに不平不瀧者緬出すろに

故に思想は益々悪化の迩程に進み︑現在に於ける不安の祉相韮現

之れに合流すろもの鮮からず︒

三︑波上政策とは即ち根底脆弱にして主義方針の始終一貫せざ

出するに至りたるものなり︒

るの義たり︒抑花憾政者なるものは︑一賀ごろ常迦に韮き︑剛利民

禰の大義に立脚し︑己悲空うし身走弛ちて隅事に専念ぜざろぺか

見るに︑一時的商工業の嘘況を兄たらんも︑之れ虞に瞬間的好況に

然るに其の政策丈ろや︑森厳熱誠を脇ける所謂波上政策の結果雁

らす︒

之走見て︑その遼固を究めずｂ唯耶なろ商工業本位の政筑に因るも

殖民地等に於て︑自給自足により︑護展したろ商工業の結果にのみ

過ぎず︒

斯ろ政治状態に於て驚心畏くも天壌無窮に皇迩韮扶翼し奉る責任を

江り︒

却って剛を塞げて彪大なろ鯛債に苦しむの現況心招来し犬ろもの

最大生命と↓︑ろ団利民而は︑空理空論に委せられた．ろのみ江らず︑

忽ちにして萎廃沈衰脳て借款景気に移り公債景黛に雑り︑政治の

のとのみ誤認し︑其儲直に之を探り入れ以て︑我鯛策の一となした
るに因る︒

二︑商工業本位政策建図二千有除年の久しき幽是として行ひ来
りれろ︒米本位制を去りて︑貨幣本位制に改めたる結果︑需要供給
の間自ら粁桁心生じｂ米憤の高低は需給雨者の利害祁馳背し︑園民
生活安定の韮礎起危ふし︑弦に図民精脚に異常の動揺憂化走来し︑

計喬は必要峡くぺからざるも一面より見るに︑斬る必哩韮生じたる

半ばに過ぐろものあらん︵先に護布されたろ拍安緋持法並に網動員

更に叉祁先の通風を諏彰し以て馴威恋穴場するル得るや否や思ひ

赤子として果し得るや︒

に進んで物質縦奪となり︑於れに勝ち得たるものは︑弧者として瑚

縮祁物質生活は︑途に物質と精岬とに分離して物質茂能となり︑更

武士迩的日本締祁も何時しか物質主義に推移し︑物心一如主義なる

韮稲ひ．政雛心振り幽家を婚ふに至る︒而して閏政は益々厭米に基

夕

唾．ｂ

Ｆ
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はじ園鰹として将又赤子として恥辱にあらずや︶

然ゐに言走蛎すものあり︑白く思想悪化の原脚は︑隅民教育の恢
陥外来思想の浸蝕なり︑財政繰済の行詰りは︑隊洲之れ必ずも肯緊
に中らず︒

思想妙悪化︑財政経済行詰の原因は︑現行政策そのものが建幽以
来の御聖旨に副ざる波紋政策走執りたろ結果に外ならず．且一祁同
仁即ち適才適所に負捨報酬を公平︵分相座︶にならしむぺき御聖旨
に副び奉らざるによると信ずるものなり︒

市町村別年収農業者負描商工業者負措

其立詮とし左記各項を褐ぐ

市民四○○岡一○○岡二八回

町民四○○一五○三一
村民四○○一七○四一

市民一二○○六○○一○○
町民一二○○七○○一二○
村民一二○○八○○一四○

備考
本表は一三螺に亘１各一二市町村の負握歩合韮示せるものなり︑

凡そ物債の高低に依り負婚の軽亜走生ずろは宛れざるところなる
Ｌ︑農家ば常に他業者に比し負措過重なろば明かなり︒

現に鹿兄島螺に於ては︑既に農家の負描過重を畳り︑地方問題と
して営局に迫り︑之が前後策考究中なりと聞く︒

二︑現行米穀取扱状況

左記表示の如き︑従来の米穀取引は需要供給の原則の下に行はる

ろは勿論なるべきも︑その騰落の原因直︑資地に於ける生産の増蔦

に因るものなりやｂ或は取引方法に於て複雑なる開係奄有するに由

而して先づ左の各攻を解決する走要す︒

ろものなるや韮︑需総開係と粗侯ちて︑討究閲明せんとす︒

︵イ︺米価の高低は︑需要供給の原則並に

︵回︺生産者の攻入︵勢賃︶と中間商人との利益の差額が果して安

常なりや︒

むろや︒

︵ハ︺米傭高低が如何に地償韮騰落せしめ如何に財界走撹観せし

︵一ロ氷債の高低が需滞雨者に封し︑叉は一般耐曾に有形無形幅

於て如何なる弊害走典へつつあるや︒

︵永︶米債の高低が生製産業者並に貿易業者に如何なる影審を典

へつつあるか︒

石富五回を︑地主の公租公課として控除し︑残額悲土地資本百回

に付︑年利五回として地債の高低韮示したるものなり︒

例へぱ米偶石営三十回とせば︑五岡走公租公課として控除し︐残

二十五回延地償五百回に封する利廻と見たろもの氷リ︒

米債高低表左の如し

策開打其と囚原の出現雛図
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大正八年
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︵ｃ米債高低表

五九︑七○三

九年
十年

十一年
十二年
十三年
十四年

六○︑三○三

六二︑一○三

四 三 ○ 八 八 石 高

五九︑五五二

」

別

五五ｂ五八二

年 年 年

昭和元年

四九八○一千

六六︑八八二

1

一︲Ｉ

『 一 L一一

1−一

安値中間利益耕作鍔賃

銭銭鐸

二七︑○五二五︑六四二一︑○○

一三︑四八二九︑一二三一︑○○

二四・六○二○︑三九一三︑○○

二四ｂ八○一六︑四八二一︑○○

二六︐八五一一︑四五三一︑○○

三三︑九九七四︑六二一︑○○

三五︑七○九︑一九二一︑○○

三四︑七五六︑一五三一︑○○

二八︑三五二︑一○一三︑○○

二八︑二六八︐五三一三︑○○

二五︑○一六︑五四二一︑○○

一五︑○○一○︑五六二一﹁○○

︵ハ︶印は地慣の高低線

六ィ︶印は農林省調査
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三︑米穀或引状態
︵昭和五年現在商工省調査︶米穀取引所二十七個所の内

内地︒二◇朝鮮一
右取引所賓金三千六百五十五寓七千五百回の内

内地一二一・五五七千回

朝鮮三︑○○○千回

内地二二七︑○○七︑一二○○石

大正十四年度取引高二四四︑五六一︑三○○石の内

朝鮮一七︑五五四︑○○○石
内地一八二︑九八九︑二○○石

昭和元年度取引高一九五︑○○二︑二○○石の内

朝鮮一二︑○一四︑○○○石
内地︒一七五︑○八二℃六四○石

昭和二年度取引高一八六︑二三二︑六四○石の内

朝鮮一一︑一五一︑○○○石
昭和三年度取引高一九三℃三一五︑八○七石の内

内地一七五心○八二︑六四○石

朝鮮一二︑七○九．一○○石
昭和四年度取引高一九一三三一五︑八○七石の内

内地一八○︑九三四︑四○七石

九九八九石

朝鮮一二︑九二一︑四○○石
合計一︑○○九︑五四九︑九四七石

右平均一ケ年取引高二○一︐九○九

四︑現行米穀調節法の峡鰯

米穀調節法に於ける莱準摺柊決定に付︑産米に封し屋内工作品と

同様の見地の下に︑之走行ふが故に心即ち農家の敗入に不足牟生ぜ

しめ︑農村起して斯かる窮地に陥るものなり︑依りて左に之韮明瞭

ならしめんとす︒

米穀生産我調査概要

皿

種
代三
︑︑三
肥籾
料代
六○
○
努
貴
二
一
︑
○
○
蓄
喪
二
︑
諾材
料
饗
︑四
四○
○
農
曾
費
︑
一
○
農
費
︑
二
諸具
公課
五
︑
○○
○
土地読本利子一五︑○○
合
計四○︑○○

本表に於ては反揃生産菱四十脚にて︑産米二石と見稜りたるもの

にして︑石営二十回．自小作雨農及地主の牧入状態︒．

小作農牧入状態

金四億九千二百蕊岡也

自作田畑三百八蔑阿千町歩の耕作勢賃田畑共同様反常十三岡と見

策開打其と因原の出現雌圃
4
9

金一億二千三十蕗岡也．

自作田菱余利子反常十五岡と見積百四十八寓町歩分

金二億二千二百瀕岡也

主に於ては前記同様反岱一石平均の小作米走得るとせば︑反蛍五回

徽荻準米個ば十三回三十三銭にして︑自作農は何等影群なきも︐地

反営米三石平均の股独走得たりとせば生産変恥三分する走以てり石

米穀調節法の下に於て︑農業者の進歩に依り︑生産稜四十岡にて︑

耕作努賃か倍加に見積るも︑術生満饗の半額雁も足らず︑筒現行

自作畑養金利子反営七岡五十銭と見稜百六十蕊四千町歩分

の公和公課を控除し︑僅々八脚三十三銭の蚕本利廻となる韮以て︑

たるもの

合計金七億四千三百二十二燕側也

農業進歩により地主は反て牧入か減ずるのみならず︑土地質買取引

に於ては︲金利年五分と見る時は︑反憤百六十六回に低下すろを以

自作二百九十一戎五千戸に割衝一戸平均二百五十五回也

ならしむろと同時に︑土地の偏在︵兼併︶を一層甚大ならしむろもの

て︑財界を一府擬観するのみならずｂ六十億の農債の整理走不可能

なり︑鼓に副業奨卿に依り腿家の牧入婚加走岡ろ必要ありと錐︑農

小作農牧八妖態
金三億六千五百五十六禽側也

家の家計費︵左記打開案の農家々計饗調書参照︶より見るに︑臨時

小作田二百八十闘二千町歩反箭十三岡の耕作勢賀と見積り放るも
の︑小作戸数二百六十六蕊戸腫制営一戸平均百三十岡四十六鏡也︒

受恥加へ溌少限度家計饗一ケ年一戸平均七百岡冷要する走以てじ農

して︑前記の如く自小雨農の収入十一億八百七十八寓岡にして︑結

家総戸数五百五十七寓五千戸の家計饗は︑三十九億二百五十寓目に

局二十七億九千三百六十二蔑岡の副業収入走要することになる︒

附記
自小粂農は田畑共に二分し︑自小雨農に加算し犬ろもの芯り︒

然るに二十億像岡は︑我輸出箕易縄額の二ケ年分に匹敵する走以

総計金十一億八百七十八寓岡也
昭和五年農林省調査の農家負婚額一戸平均九十二回九十七銭︹五

・内支出金五億四千六百十八茂二千側也

加し︑灸農家をして一屑窮迫に導くのみならず．祁先博来の蓄積し

斯かる政策を以て現状走維持せんか︑農家の牧入不足額は益々増

て︑副業により之走補ふことば夢にでも見ること不可能なりとす︒

来りたろ賓産走失はしむろ心以て畏くも伐申詔書勤倹産チ糠ミの

百五十七繭五千戸分︒

差引残金五億六千二百五十九寓八千岡也

りと詔はざるを得ぬ︒

背かしむろ度あろを以ても現行米穀調節法は黄に寒心すぺき峡陪あ

御趣旨に惇らしめ︑且つ汝憩先ノ鎧風チ顕彰セョとの御聖旨にも

農家網戸数五百五十七両五千戸に割賞一戸平均黄吸入は百回八十
九銭也︒

附記

一
戸
一

萎 変 米

年

債収債牧一慣j佼

格農高農絡農高農格農格農高

稚穫層種別

林産年格

種籾代

小作畑小作料

小作田小作料

牧入合計

雑敗入

努賃

私

私

農

︷畔稜棒

小萎︷畔穫棒農

裸 大 産

繭農

一

50

策開打其と因原の出現難園

=

五．農家経済状態︵十ヶ年の牧支表︶

大正十年十一年十二年十三年十四年昭和元年

宝五も一八つ六口︑六九三霊五︑両四四宝七︑一七つ垂九もセロ三玉垂︑玉全一

︽六︑︿公一

五年

垂九︑垂垂二

一︑こつ三︑二三口

四年

一︽ロも三つ三

一︑率八四℃玉セエ

三年

六二︑一つ・

一︑害毒﹁ロロエ

二正

一も七一︽四勺三一毛

一五︑つ・色

二︑一一八︐一二︿二一℃一︿一二︑二一四一︑や七一︑六九口二︑二一四℃函二九二︑一三一︑︾六二一︑︿三一︿︑三三

ーニ︿︑一くつ︿

二︿︑四一一

ゼ︑七面六

六︑つく︿

ニセ︑⑤へロ

︾こく︑玉担︿二毒︑七一．ロ一二︑九霊四三︿︑担圭二宝ｂ八口四一二一ｂ一三六

一︿九︑韮玉四

やＢ一二一三

四一︑Ｃ九四

七℃ロ九つ

七︑垂奉九

七︑一二六

八七Ｅ一︿︿︷︿

六三︑三二や空くロ︑垂二六六九︑垂三土七三︑八一八へ垂︑一九八八六︑七一︿︿

一三一︑二九九八四︑四二九一︑二一四一一七︑宝四ヱーニロｂ雲一三一つ七℃ｏ三︿

九九︑三六五

両九一︿も九三・一

九口もくさ一

九四︑六七︿

一︿ＤＣ禿九

三五七℃垂つロ

九︿■二九四

五三一︑六七九

九三︑八四︽

一口垂︑一王︿

六︑三︿九

三九﹂︑二王口

垂三七も五二つ

へ垂︑三画四

六五玉もロロー

一ロー﹁ロ丸三

九一一︑三三一

麦︑三一三

二︑四一へ七℃去函九

三︽つも？二垂ロ

五︽七も玉ロつ

へ垂︑三ｍ四

三・四℃二四垂

一全く四六四

五口︑玉三一

一︿︑一二五

三五Ｕ国宝ロ

九︑ロー︿︿︑七七一七︑五九五八︑つや垂︿︑八二九︿︑五弐へ

七︑三一一

七一︑四七︿

八一︿も︿三︾

七℃一一六

一一口︑ロ七八七七Ｅ︿︿へ︿○℃八北画一ロ四︑三一九一Ｃ垂︑一二︿六九四︑三五一

丞一︑四九七

四︺九︑七七七壷七三︑一三エー︿︽くつ︑酉ロ三宝五一℃一︿七九︿二四︑二王五一︿表一も西五三

壷垂七℃五つ一口

三空己も二王ロ

三も垂一六℃一二一

二玉奉︑︿つつ

一︿三︑一二一言一

や︑ロヱェ七℃一三一垂︑︿玉六玉・や三︿七︑七七へ七︑丙四つ

一二︿もつ九二八五︑セロセ九一Ｕ一四五一二︑五三垂一二三︑三一九一一・︑六・三

一四一℃七八三一二四︐一八二一四一℃ロ︿四一二・℃︿八六一・一︿︑一三七九八︑ロ九一

三九・℃二垂口

三画四垂一︑二八一

四垂垂︑垂二九

八二℃垂ロロ

五︑宝八二垂︑七一宍垂︑一九︺五℃一二︿︿六︑一二一玉︑八九二

五垂七℃三・口宝玉起り五○つ王室七︑玉ロロ垂垂七︑五つロ玉五七℃五つロ云云七℃垂口つ

三︑垂一︿へ︑ロ三七

四三四︑︷雪一四

一四六︑三坪四

セ︑一︿率

一三八︐四三つ一六一︿︑二七︺一九コ︑三九九一三五︑八一三二一三℃二一三一九狸︿︑玉六四

画七四︑六両ロ四二一℃四︿四垂三一︐一五一宗七四℃二・三室一︿へ︑九二一︿雪宍Ｅ二壷一一

三℃八五弐︑一四一三も五四ｂ二八七三︑七八毒︑三つ九四︑こく︿︑一四三画︑三六三︑二一四三口︿五五︑垂二八

ニ︿四︑四七︿

宝︿ロ︑︒

三舌︑ニ君元﹃こき三き︑二舌元弓蕊ｃ三舌︑二吾三き︑こき

画圭一︑一五エ

三

一二︑や四五

三二︑三エニ

一二℃七︿二

一弐︑七一六一二︑二つ︷︿一四︑三七九一七︑九つ三一六℃一一両︽一四︑四二八
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畑種子代

肥料代
一五つもロロ○

一九ｂ八一︒

七一︿︽︿︑つくヘハヘニ︑セセ四

一五つ︑ロロロ一弐つ︑ロつロ

一六℃三一へ一六℃へ両五

三︑一七元も七つ七

一もつく︿９面一三︿

一五つＥロロ○

ニロ︑五つへ

九三

率垂七

宝︑玉三二

二︑七四↓へ功一九︽二℃︽つ三℃四三五

圭一九二

五・垂雪一四

垂も阿三土五︑函三へ

八へ九も玉空く

一

二︑元一︿一べ宝四垂

五込四垂垂

丈出合計
差引残高

農家細戸数
垂瞬四

四一一函阿一

一︽Ｊロ

画

一戸平均収入

画玉一

未︺ロ一くつ○

一三六

両一︿四

式︲ロ

一八九一室九

ゴー

一戸平均家計費

家計費トナル残高

一四九

一戸平均負捲

一戸平均不足額

七五二︑三玉二

八一二︑七九垂

一︑つ一毛℃九七一八六四︑一一四二

一個年縄不足額

備考
一︑農家十個年縄不足額百一億六十三寓七千回也
二︑農印は陛林街調査
三︑大変債格米憤の三分ノー
四︑裸変憤桁は米価の四割五分
五ｂ小萎価格は米価の秀割五分
六︑山林牧入高は全収入高の半額走計上せり
其半額は農家以外の所得と見たり
七︑私印は賃際の状態走考察し計上せり
八︑小作料ば︵田米一石︶︑畑米五斗︶韮計上せり

九︐籾種は反常三升各祇萎称ば反営四升走計上
十︑雑敗入は米萎以外の各農作物を計上す

︵昭和五年農林符調査︶

十二︑家計費は臨時喪を除きたるもの
十三︑肥料代は明らからざるか以て金肥取高及自給肥料の幾分を
含め犬もの
十四︑努賃は農貨以外の牧入態示したるものにして之れが統計な
きル以て農家一戸平均百岡韮記入し菰ろば幾分過多の鯉あり
方農村敗支表の如く見る時は︑十ケ年間に於ける農家の収入不足額
は澱に百億以上に上り此れが補坑として田畑の偏亦されたろもの少
くとも二百蔑町歩に達せんとす︵現在小作田畑二百八十一蕊二千町
歩︶而して残存ぜろ自作田畑は三百八碗四千町歩

の額彫記し穴もの︵各年共︶

十一︑見措額は調査槻開か持衣ざる韮以て昭和五年度農林省褒表

四両九︑三へ八九三へり七九垂一︑つく四︑垂九つ一℃一蝉一一︑八七五一︑一二六︑一垂ローｂ九・一℃ロ七北

ハ一一六九一九ユ一号ロ一一二つ二三四一

一くつ口式ロロ一くつロ一︿ロロ一くつロ六つロ

垂一九臨三︿四︺五三九垂三九八二季︽

九三九三九三九三九三九三

六一二雲一二四九八両八八四九一三当一

五︑禿画く王︑玉五垂率︑垂︷︿二毒︑垂仁垂禿Ｅ五七垂垂ｎ垂七五

三︑三九垂︑一︿︹一四二︑九五口ｂ九三五二︑七七一一も一七九二︑七二つ︑一︿九四二︑七三．︿も七一九一も九六三︑九韮八

九一︿迄︑一︿一口九つ四︑垂九三七九垂︑︿垂八七七一︑玉︿七七七一︑画・︺一室口三︑一︿九一

一五つ︑ロロローェロＵロロロ一五つ︑ロロローニロ︑ロロローェロ︑つロローヱロ︑つゐロ

一へ℃へ一三一七︑一三へ一四℃八七二一四︑二一へ一二︑セヘ三迄画一言︽
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こＬはじ

せいしんいじやフきたかんべぐんみ

敷６かぞく§のた壁ん︑あ曙釦

さ催うぐん工さとうぐんだれ

ひとりかげひなた︲かれせいくわったす

︑だが慨の唖潅曜くす
すろ
るも
ものは一人陰となり日向となって彼の生沼を助け
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武豊ざ

る粁軍に﹁貴官の蛾も楽しいことは如何な

ったと申すことであり主す︒叉或る人が或

涙の勝﹂と稲し︑蜜に稀らしい事として呪

も職死者がなかつ士と申して︑是れ韮﹁無

昔希脳で或る戦争に大捷を得︑然も一人

あります︒

ひまして︑﹁天愛散史﹂との雅恥付けたので

を愛することが人道の要諦なりとの意吉思

は耶蘇で愛と申しますが︑これは何れも人

儒教で仁と申し︑悌教で慈悲と申し︑或

恥受けましｒ・

する所のものは人なり﹂との語に深い感銘

潜夫論心調みまして︑其の中の﹁皇天の愛

すことに致しまし丈︒私は青年の頃王符の

委せて呉れと申しますので︑途に記ひを致

供達が御父様の高齢走祝ひ度いから私達に

此脱などば致さぬ積りで居りました所︑子

封し何の功緬もなし︑公益もありませぬ故

無能只高齢に達したと巾すのみで︑紙間に

私ば本年米毒走迎へまし犬が︑生来無力

◇

｜
員
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の巷嘩と舞い森娠竺奔娠棄膨︑そして

痔の錘輝浴菱へる寒のことであった︒

美日かれあす逢いくわっせん萱んみ

彼はやがて明日の生活戦線を見つめな
談胃書たく
か琴くなん

ら師宅
した
︒家
族のれ
ものじ
は何ち
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そくき魁のがか
ざ
い
い

ってゐたのだ︒
う売加し

わらだ

と彼の頭は一・度に弧い画蕊を加へられ

かれ為たまどつ上しやうげきぐは

ゐるといふ妻の細脇蜂を聞いたかする

つまぼそこえ言

さて魚河岸にボイコットが始まって

．はじ

のて食ってゐた︒だが着物も家財も入質
五した︒鍵には確雌も躍ってはゐなかっ
か老くあとかばちＬをつと藍
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する
る時
時に一︲おれ守る家族の荷は唯登呆然とした︒
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１１

Ｊ１

ろ事か﹂と問ひました所与寡兵を以て衆兵

悲破ることである﹂と答へた和であります

雑や鍔峨維権鐸蹄睡錘は蕊騨と錘じ

愉快な事には祁迩ありませぬが︑其の反面

が︑戦勝遊覗ふと申すことは︑一面確かに

者走出して如何程歎かはしいことか分りま

とがらぽあき

との溌告か見玄したが︑至極亜喪なことと

本誌十二月雛には倉員名簿ル付けらろろ

八十八翁︑立見四郎︶・

は非常に鯉しく感じて居ります︒︵水戸市︑

に従ひましてｂ此の覗宴を催しましたこと

申すことがありますがＤ子供達の申すこと

にあると思はけます︒老いては子に徒へと

此の意味に於て祝杯牟畢げろ費格は充分

ら︑必ず御喜びであられろと恩ひます︒

し大︒是砂有様悲天帝が御覧に芯りました

ノ︑然として楽しげに大専祇で杯心畢砿ま

の雨親達合せて七十五名集リ費して︑ニコ

のないものは一人もありませぬ︒加之婿嫁

せて五十四名︑私の婿にも嫁叉孫にも子女

今回の祇賀倉には︑私の子︑孫︑曾孫合

せぬ︒まして﹁皇天の愛するものは人なり﹂

之れ左敗者側より見ますれば︑幾多の死傷

が叫ばれて居るとき︑これが貰行を促
しんためいうぢやまだし江か
逃すろ蔦︑と云ふので︑宇治山川市中
じ炊ちやうみそしやうゆうじ上うざうげうけんくわいきゐんかはたけ
島町の味噌醤油醸造業撫酋議員河竹

や慨嘆せらろろ事と存じます︒

との黙より考へて見ますれば︑天帝は必ず

じつかうそく

商次郎氏は︑時局陸救の一助にもと︑

奇特な老婆

はざるを得ない︒

え

餅あるとの事である︒近来の美畢とい

たうとと鷺んらいぴきよ

田市︑度舎郡︑志摩郡の約千二三百戸
たつみこみひとりあ亡さいていゑもないし
に達する兇込で︑一人宛妓低五側乃至
塁ん諏仕蕊んいじゃう齢欺ぐちさう
十回のもの多く︑百園以上の大口も相

だしとぐわいぐんしまぐんやくと

した︒此の俳引を受けるのは︑宇治山

こぱうかきうう哲やま

今回自家誉業の味噌醤油の昭和元年以
とううりかだい萱一んまん塁んいじゃう圧うひきばつぺう
降の寅掛け代金三閏回以上林引を溌表

とんくわいじかえいげうみそしやうゆう逓う駒ぐわんねんい

は生活に苦しんで居るのを見兼ねて︑

注いくわつぐる弱みか

る

じぷ人ごうたうしやくざいくつうあぢは

さいじらうしじき上くきょうきういちじ上

自分も相樹な借財ありて苦痛を味って
まのうざ上そんみん
居るものＡ︑それにも増して豊漁村民

上︐ゐ

だい５んだいしゅん１ふきいぜいり

ての大間題で︑種盈と負価繋埋のこと

貸金棒引の美蕊

I

す
過
ぐる呼華綜舞兵森一職瞬に焼の唾

I

五十五六の小柄なお婆さんがやって来
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失業勢働者の慈父

しやまぐちしふししつけうしやたち

まいに一句ノ︲︑あるばや上るおそしつげフ

毎日を糞朝早くから夜遅くまで失業
ら弓どうしやたちけんしん亡窓どりよく
勢伽者達のために献身的に努力して
あ
苛みだはなし
居らる上涙ぐましい話がある︒それは
琶上うあいくわいしゆにんやまぐちぢどうどうきよ︾︑すけしふ
共愛含主任山口智堂と同恭佑氏の父

聞かれては困るので︑鍵蝿餓擁が瀞涯

一

双手心畢げて賛意起表します︒第一に何人

が含員なりやが明瞭します︒含員勧誘に際

し既に含員なろぁ知らずして入倉説明の勢

犬ろ失敗に徴して︒第二に文蕊作品勘・例へ

が省かれます︒含員たるむ知らすに勧誘し

ぱ短歌俳句手蹟の交換上の好事家の便︑先

般本誌走通じて本件を私が提唱しました時

極めて少数の御仁が私の希望を浦して呉れ

れに過ぎませんでした︒名簿が付けられま

した上は︑私から進んで御方々へ交換ル申

だのために反って種糞な迫害を受ける

かへしゅん§ばく版いう

子︑山口氏父子がかく課業堵潅罪訪︽
を︾たいゐ
を接待して居ることは既に世間周知の
わうノーむりかいひと
ことであるが︑往姥にして無却解の人
ぐ

し上げる所存であります︒何とぞ其の際は

蚤いにちこ提ん

ちうにんしつげうろうどうしやお上か

し上うばらひきまいじつぴはいきう

省挑下げ米の賞費配給をやってゐる︒
あぜまごご

そして汗をぬぐふ冊をなく午後からは

ふかがばくしらかばちや７むれうしゆくばくじ上しゆくばくにん

深川唾白河町の無料宿泊所で宿泊人の

何となれば其の内容賀質が表題に優ること

見聞記と云ふば敢て鴬ちぎる心地がする︒

題してデンマーク見聞記と云ふも︑単に

聞記﹂の如きは没に後者のものである︒・

る︒持地ゑい子夫人の近著﹁デン言Ｉク見

るものに至ってば廃の星の如きものがあ

しとせぬ︒然も名よりも愛の方が優って居

として羊頭を掲げて狗肉韮蔑ろの類すら鮮

世には名賀相副はい書物が頗る多い︒時

デンマーク見聞記を讃む

︵千葉鰹東部支含員矢塀香鐘︶

御依頼申します︒

文苑役稿の御仁には御快諾下さる榛前以て

てんｊＩ︐そところふかが極

おぼしま江が含とく

ので︑轄交として其の恥をかへ︑深川
から大島へと流れて︑今ではこの奇特
あたＬかかうい蹄ぼひと吟︑易どすて
を温い行篤は多くの人埼を動かし︑班

ラック謹負鍾溶つくり︑毎日午前

とんし上うぼうとく

ととやけいえい

床屋を経誉してゐるが︑匪峨は計錬
た達はがち
まづどめし
貧しいながらもかうして三度の飯

たＬみうへたへいたい

せわみかたはどうちはとじん論な
世話と見る傍ら同地方人のために同じ

さ金どゆうふくやまぐ一つし

て居る︒左程裕編でもない山口氏がど

る

のうりんし上うみたくはくまいじつぴばいきう

お蔭である︒とてヘソクリ金溌赫金し

わか弓る

ぐ農林省の委託白米の資費配給をやつ
る︒

たのだと分った︒美はしい精脚であ

が鍵の上で食べられるのは兵隊さんの
かげが︑げんきん

に燕葬確戸瀧壁唯識鐸謎恥が露勢に︒︿

佐は老婆の真心にひどく打たれて涙に
ゑんしへいうけと吾つそく
にぢむ十回紙幣を受取り︑早速このお
ばやあとふかがはく農うやうちやう
蕊さんの後をつけ︑深川痕東陽町一ノ
ー新倉理髪にゐることを塞きとめて陸

中六七百人の失業勢働者及びその家
宅
く逢ったいのうりん
族にカュの接待をしたり︑また農林

にいく屍りばつりく

軍省に報告したといふのである︒
どうにんにいくらをつとぜいきち
同人は新倉しんといって夫清吉さん

さらう姪まごころうなみた

た﹂とのことに︑立曾つた副官中島少

たもあふくくわんなかじま通う

わ
これんたいね伽あが
話になった此の聯隊へお願ひに上っ

︲こんな少しではおは歩かしい名前も
含一こ
ま

へて陸軍譜へ行くやぅにす上める江
とま︑
へ

りくぐんしようい

医んさしあさいふなか
本でも差上げたい﹂と財布の中から十
わるあた裟
餓糾悔を一鐸畔してキマリ悪さうに頭
あへいたい
をうなだれたのである︒含つた兵隊さ
かんが
んてっきり手癖潅郊らないのだなと老

だＬかてぬぐい

生んしうじへんいらいしんし上くわすくに

I

へ″

砂
金

集
毎︑
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こと・はじ

うしてこんな事を始めたかといふに︑
し
氏もかつて苦るしかった癖猿四酔嘩も
ぐわつにちききうゆる

梁賑淫は樗瞬達が瀧がる聴講癖で穣舜

五月三十日婦休を許さる上ととになっ
たいえいぜんじつどうちうたいけふいくしゆに心吐り
たが︑退管の前日同中隊の教育主任堀
津課雲蒋瀞は権泰準群を呼錬の拳に呼

ごばんた

そときいうじん駒ぐ
其
の時友人に恵まれた一露の鑑識︑鐸

ぴ︑在郷軍人としての心得を訓告しや

しゆつぼつしや

と旨い心あぢしうせいわすでｇ

御飯が食べられなかったことがある︑

の時の薯の味は終世忘れることは出来

きそんご程つたいかいふう
編村後でないと絶封に開封するな一と

且退管後の将来に就て勘まし︑﹁これは

かつたいえいごしぎ７らいついはげ

ざい〆うぐんｒんこＬろえぐんとく

ない︒それから出護してどうかして祇
くわいきうろいこＬろ己
曾救済としたいと志したものだとい

つうふうとう℃わたきたくさうｒ︑そ

一通の封筒を手渡した︒師宅早登其の

上かくしゆつばつぴ

ふ︒これこそほんの自鍵の出溌より美

白序の一節にも﹁女の見ポデンマーク園を

寓々たるが蝿めである︒唯著者の謙虚なる

易な讃物との評雅得ましたら私の使命は果

少し許り書かせて頂い穴に過ぎません︒平

るが︑本書の厘慣よりすれば︑平易な讃物

季されたことＬ感謝致します﹂と告白して居

とか家庭の好伴侶とか評するには除リに勿

侭なき心地がする︒共は著者が彼地に久し

く滞在して︑デンマーク函民の日常生活を

親しく催得し︑彼等の日常生活老指導して

居る根本輔抑起具に翻坂し︑之を著者自身

い生命の記録であるからである︒

の明朗なろ心眼走通して書き上け穴生々し

に過ぎぬパンフレットである︒然も一行毎

本書は紙数の上よりすれば僅かに六十頁

呉れる中尉の貝心こめた文書が入って

で遮中鯛加礁晴雄噌讃乱李く憲兵隊本
部
と６

通寺︾糧︿分漉馳知髭鋤処な

である︒我等の見る所走以てすれば農村更

の人の憂叫的熱術の逃しろものがあるが蝿

江文字の裏に脈々として流れて居る著渚其

に識者の心を引付けすに措かないものがあ

るのは︑満約︑透徹ｂ虚飾走川ひない平易

を経て憲兵隊司今部へ報告すると共に
どう
癖八十職瞬へも識舞して癖たのでや同

此の意味に於て現代の艇村が最も要望して

ぷか酌６紅んまことじふごとかん

やい銅粉糠

中尉は表彰さる上とと上なったといふ

士に一讃韮薦むろ所以である︒︵岡崎毒市︶

居る好著たろ事韮断言して敢て天下同好の

げきなみだえ

生の指導原理ば農村教育の蓮直しである︒

部下を思ふの一念狗に慈父の如し︑感

もういつうし上う

激の涙なきを得ない︒

つうじげみへい蕊んたいしところどうぷんたい

ゐ郡くじ尼うぐんかんげき壁やうがく

居た︒作次郎君は感激と驚陪とにふる
へつ上︑む
村ら
→賎
場ぱ
にそ
其む
の煙
旨裟
をを
申し
出ぃ
でぜ
︑ん
善

く癌ういまごＬろぷんしよはい

偶を農業の暇を得てある日中尉の封筒
ひらみなか通んしへい
を附いて見ると︑中からは十回紙幣五
輝蛎沙五十感と誹錬の一藷を峨賊して

たま︐ｆ︑のうげうびまえひちういふうとう

の封筒と開くことを失念して居たが︑

ふうとうひらしついんあ

ひかてお号︑じらうぐん牡りう？恥ちぅい

日の栂に追はれた作次郎譜は堀内中尉

琶上みちぴとくかう

畢へと導いた篤行でなければならぬ︒

温情美談

江にごかせんでんだい上なか・

何事も宣偉第一の世の中に︑これは

またかくぴだんかがはけんなかたどぐんたれみづ

又隠れたる美談︑香川聯仲多度郡脈水

むらみやたけさくじらうぐんてうぜんたいこうぼへいだい

弧んぐゎつたうじさいピちうくんにん倉やう

村宮武作次郎君が︑朝鮮大邸歩兵第八
れふたいだいちうたいにふえいせうわ
十職隊第二中隊に入営したのは︑昭和

綜年争羽で︑謹鯖群舞郷溌は四人の弟
妹を養育し︑生活戦線に汗みどろにな
はたらたくはと高くのう
って働き︑貯へとてはない小作農だつ
じぷんにふえいごかんが

まひとりを腿腰んじ

たが︑自分の入管後のことを考へると

いふ間もなく︑一人の叔母さんに寓事
たくかんぜんにふえいむらひとたち
を託して敢然と入営した︒村の人達も
はうぼんさうとんじきうご︾

さやろだい上にんふに上いぜいくわつみだま

西

弟妹四人の不如意な生活を見ては鍬つ
ては居られず︑百方奔走して軍事救護

碁〃︑

をぱ受けることＬなった︒そのうち作

８
５

机の塵
×

所謂リットン報告書到着︑結果は溌期の如し︒報告書がど
うであらうと︑聯盟が何といはうと︑帝画の腹は不愛︑これ
℃︑刃一

からジエネーヴ劇は愈槻ものである！
×

腹が据つた位大きな力と策はない︒我帝園は封内的にもだ
机が封外的にも正しくこれあるのみ︑さすれば光風脊月たり！
×

疑獄事件が起るときっと議員に糊係がある︒恰も影と形の

けれはならぬ︒

界無比の皇室を頂く都市は資質でも世界弟一にと心掛けな

×

一人の親狩一救はんか︑一列車の乗客全部を救はんかの念に

ふの筆に出た運縛手あり︑叉以て美談とすべし美！

接し︑間髪と入れぬ其の間に︑結局親を犠牲にして乗客を救

×

川崎第百銀行大森支店に白書ギアング？悶入︑味噌も糞

もヤンキー物といへぱ虞似歩に居られない日本人の一現象か

諜算の編成を前にして軍事費膨脹其の他のため稀有の大数

×

の様なものなのは困ったものだ︒今度のガス事件も然りだっ

為嵩むに反比例するかの国民の現状にしては︑容易底らぬ朝

字計上の噂ポヅノ︑聞ゆ︒尤なことではあらう︒併し金は益

寒心︑寒心︑

は皮肉に出来てゐるわい︒

も溌動さるべきなり︒

句ならべられて居るのが現下の国民！思想的自衛権は鼓に

右も左もピストル恐喝︑雨手に兇器もてる怪漢の前に凄文

×

倉は暗くていけない︒

が︑幸に事なきを得た︑兎角争議ならでは夜も日も明けぬ砥

ガソリン争議正に油がきれて自動車が止まりさうになった

×

野の心配苦勢が附縄うであらうなき？．貧乏は辛いもの？．

たｕ友は類を呼ぶとやら︑浄化議員賞は狸だったとは世の中

塵×

九月以来十一月迄非常時園民の更生運動の成果は如何︑音
頭ばかりでは材木は動かない︒浄化選畢から不浄議員が選ば
れる例もあることだ︒要は各自心の向受更生！
×

紙芝居業者大同函結赦禽教育の重責に賞ると︑これこそ属
に耐含教育の街頭進出？
×

犬東京生る︒人口五百寓世界第二とか︑大いによしっ而し
て内容充責模範都市世界第一の一歩たらしむくく猶よし︑世

何如策方ろな切適きぺろ執の曾本上興作祁舗民園
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︒

如上の妖況芯れば雁史ある支衡も徳川含表の徳望に頼りて維持し

何円く何枚畢に蓮まあらず︒

軍人主催の脳防に開する祇演は都で大好評走坤せり︑其の他臼く

する所ろあり︒

吟局問題に封しては開係ある各省及び螺聴より時時出張して指導

開催し多数の参加者を得たりと聞く︒

今鼓夏期誰習には行地祇より徳川義親侯外知名の士三日間講演を

珂珊〃恥◎

平沼男僻の網裁たる修養剛も郷村に於て時畔巡回誌話乃なすと

く

年より椎尾鉾匡博士の主偶苧か共生含に入曾すろもの多数なりと聞

人心は蒋悲脈ひ新を好むば蓋し流弊の宛る上能ばさろ所ろなり群

と共に巡回講話に従事しおれり︒

滴治氏は悌教主義の講話命を起し各町輪番に民家な借り受け有志者

に長として究夜勤勉努力郷民の思想善導に力を致しおれり︑叉佐藤

り︑叉白崎良蝿氏は八年前より本間光蝿堆寄贈に係る酒田光丘文庫

か収容し皇恩感謝を主要として訓育し長男菊池公導之を婚任しおれ

叉所住等の本堂内に︑曜撃枝を設けて既に十年常に弐百除名の兇童

十六戸に及び更に託児所か設け百十除名を敗容して訓育しおれり︑

牧容して生活を向上せしめ︑己に別戸走権へて凋立自管すろもの二

設け浮浪者韮収容して産業を授け︑次に小住宅三十戸を建て細民を

園民精紳作興上本含の執るべき適切なる方策如何
山形螺飽海支曾

するや不肯明りに蓉長に．推選ざられｂ悌教倒恩の誘に擬り授産部を

て賀際活川走主とす︑明治四十三年有志州ひ謀りて刷癒事業杢錘醤

術地は一小商港にして由来郷雌は高尚なろ孤論遊徳態好ます︑都

業に開係あるものは縄動員して匡救に努力すべきも︒︑と確信せり︒

難の秋なり是の如き昨期に際して教育に宗教に迩徳に荷くも教化事

民の経済困弊の極に達し剰へ外交問題浦洲獅立②援助等変に剛家多

んて吹叫紛擾惟大私利韮途んと欲するものに似たり︑之に加ろに闘

博襲せる宗教報恩の観念又迩徳の義務概念韮忘却し︑専ら多数走負

梓論者にして左傾に陥るものあり︑鍔狩問題に小作縦誌一卜祁先以来

入し教授の任にあるものにして左傾今姫唱ふろものあり︑叉恨れろ剛

食求して幽家を忘れたろものＬ如く︑民主の思想は隈々乎として浸

の外に出て科畢寓能の弊は物質の偏重に傾き︑政黛ば徒ら腫黛利を

貝の共に感謝措く能はざる所ろなり︑然リ而して昨勢の推移は溌想

誠善く曾務を董督し︑教化悲宣簿せられ茶礎漸く謡固となりしば脅

し︑爾来賢良和綴で迩緒を摘張し殊に徳川徹長心松平顧問の徳望熱

たろば溝に畔弊で匡救せしのみならず心拘とに千古の韮訓と詔ふぺ

の寧日なく．謀々善誘国民の販趨を指導し教育の根祇走培養せられ

置き︑特に本邦固有の遁徳走首僧し勇猛粘迩釜幽か川勝し席槻まる

含祁西村先生は陣畢達識東西の醗読む網羅し菰き延東洋の哲梁に

〆

おるに過ぎすり不青既雁七十八の老齢に蹟リ朝に夕を期し難し本含

ぺきことを特に奨励せられたきこと︒

に厳として明かなり︑閏民ぱ日夕拝論して其御旨意に適う榛勤む

千葉牒東部支曾

た一層箕生活に適する様修正して普く宣博の上賀行走奨勘せら

２︑本官に於て錘きに定められた﹁風俗及縄済生活改善賞行事項﹂

１︑含我走軽減して含員の大増加走圃られたきこと︒

三︑本含の大溌展悲固られ衣きこと︒

斗﹂ことＯ

於て決議せる国民更生大運動の旨意を徹底せしむろ様計窒され求

一﹁去る八月十︑十一日常日開催の金剛教化聯合剛髄代表者大曾に

に封して多島丞希望せす０惟士毎年一同好期韮卜して詩師走汲遺せ
られ︑普汎的に通俗に弘通の本旨燕時勢に唯川Ｌ黄際に適蹴して活
は困難なれば何等の良法走講せられんこと走要韮摘て之走概申す︒

用に効果あらしむろ講演走開催せられ︑其の費用は全部支含の負婚
一弘道誌は笈に完全にして有益なろ養糧なり︑何ほ多少時弊を匡
救すぺき材料垂掲載せられんことル希望す︒

一毎年一回巡回講師を汲遣せられ高尚なろ迩徳論理を避け資際に

れ赤きこと︒

三︑政事の良否韮翻る事︒

省すべし︒

れり︑随て節億力行して自力更生の無力乏しきを見る是れ最も反

近来家業に封する落着心なく利の在る所韓々業韮移すもの多くな

二︑家業を勉むぺし節倣走守るぺし︒

いふ籾念乏しきを見る宜しく蕊走大にして替醒すべきなり︒

外本末の別走固順なりとし叉畢問宗教に剛境なきを主張し本国と

敬に渉らぬ様取扱ふ事︑後泰ば近来剛際を重んするより鴬めに内

前者は費行の先着手として高貴御篇員の新聞等に掲載しあろを不

一︑皇室起章ふ・へし本閣を大切にすぺし︒

賀行及指導に蓑したし︒

答案要領甲乙読に純き現代に適切なろもの各二項走畢げ

×

有益にして活動に賛する講演を希望す︒︵菊地支含長︶

滋賀嬬近江支曾

一︑園畢漢畢悲旺盛ならしむろ侭師範教育は勿論小皐校中等皐校に
其精紳を作興すぺく一層努力すること︒

と０

一︑凌ぐ郷土の研究を進め且つ郷土の侭に壷したる篤行者走表彰す
手心︑︾

−︑聖蹟の顕彰延岡ること︒

一︑上海半愛満洲事鍵等に封し後援したる著しき民間篤志者を表彰
すること・

一︑依頼心を排除し克己忍苦以て自力更生の気力を養はしむろこと

島根螺松江支曾

力教化剛燈と提携し之が徹底ル期すること︒

一︑本愈ば右の趣旨普及の侭全図各地胆講師走汲通し︑或は他の有

×

一︑園民精祁作興に閥する件︑大正十二年十一月十日御下賜の詔書

9

×
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近来一般に政事智識養成せられしも政黛匡左右せられて政事の批
剣力麻坪し良否を正秘する能ばす︑是れ耐含指導上務むぺき節一
なり︒

四．祇愈の制裁恥作る事︒

維新以来法制政事に一任し人事一切走法制に依て片付けんとす故
に法に鯛れざろ限り何事も遠慮せず︑或は法網韮潜りて平然たる

ありて往々小魚を網して大魚を逸するの縦なきに非ずｂ宜しく征
含の制裁力を弧め新聞に雑誌に言論に正議の謹動を盛雁吋︸ざる可

からず︑是れ雁愈指導上務むぺき第二なり︒

以上は八月二十八日支倉幹部含恥開催して曾員の意見走綜合して定
むろ所なり右報告す︒

埼玉牒所淫支曾

物的個人主義潅排除すること︒以上

一般民衆に呼びかけ盛に愛図心を喚起して現代の風潮たる唯

花節等の如き︶に編纂し或は負︶ラヂオの講演等に托して

︵イ︶興味ある通俗映蓋とし或伐︵ロ︶卑近なろ一音曲︵琵琶︑浪

︵三︶現代に於ける日本の枇界的地位等悲

︵己我鯛建幽の由来︒︵二︶大和民族受難時代の史賓

如き事業を斑施せられん事延望む︒

畔流に雷同する傾向も多分に認めらろ上か故に本愈は卒先して左の

壷するか故に一朝．一夕にして之韮除去する能はす︒と錐︑叉一両徒に

近年に於ける剛民思想の弛緩及悪化は︸其根源を純済生活の不安に

×

及しつ坐あり︒

×

栃木螺宇都宮支曾

三︑人をして向上進歩壷展走希びて自重希望に輝き奮働努力困苦に
封する不屈不健の締紳走蕊抑せしむろ方法韮講ずろこと︒
要するに現在の糖抑教育の多くは形式に流れ技葉末節の教育方法に
流れて宇宙の大霊と人の心霊との融合交通調ゆろ祁人一如の謹妙極
致韮遺して顧みざろの憾みあるル以て教化の賞績畢らざるものなれ
ば是の重要根本策に干すろ購究が緊要なりとす︒

感知戒飾心期する方法態講することｃ

二︑人をして蕃囚に善果あり悪因に悪果ある其因果の理法の巌浦を

一心人韮して天地繭物を支配する絶封正義︑無限慈愛︑千古不死の
宇宙の大錘力の在存走畳知越しむろと共に誠心之走畏敬せざる韮
得さらしむろ方法を講すること︒

埼玉螺川越支曾

左軍含に及ぼし其他の曾に於ても簾ある集含には寅施方普

致新年大含には必ず総員奉唱か変施されつ上あり︑同吟に

附言︒右の内第一頂は小生一昨年雷市長に進言し爾后毎年官民一

曾の大集含に於て閏歌に次で未誼する事︒

二℃明治大帝の下し賜へる教育勅語ル左記の内青年部愈及本含︑支

在郷単人含青年圃等に於て勿論の事︒

の如き︶に於ては必ず叫縦奉唱心なす事に定めしめられたき事︒

本有及各支含長は市町村長に意兇恥提出し縦ある大集含︵新竿曾

唱する事︒

一︑閏歌君が代走各支部縄含︑本含の雄ある集含に於て必ず総員奉

閏民精祁作興は一本倉の執る可き方策及黄行法

×

癖嚇畔宰脚毒先賢古哲の

米田精山

講畢修徳を語る︒

宍畢を究む

知らず︒予一音韻の事を零れしに︑例

典籍網羅五寓巻︑議論上下三千年︑
古今畢者知多沙︑該博如消有幾人︒
束湖は典清の沖畢をかく評してゐる︒
左は縦堂を稲したる小楠の文である︒
畢問増大︑胸中幾寓巻の貯有る事と

ゐる︒

を引き誰を篤し︑其の説二時に及ぶ︒
中席は篤胤を品して︑次の通り賛して

大道の議論に及び候虚︑涛古瀧の流
る奥が如く︑坤覧高才寓人に勝れ︑
資に故大人の後︑此の如き人は未だ
聞見に及ばす︒弟子は大兄春庭翁を
初め︑五百鱗人之れ有り候得共︑篤
胤に及ぶ可き者︑一人も御座無く候・
大器は晩成とやら・細て団畢であれ漢
畢であれ︑俳畢であれ洋畢であれＪ其
の慈奥を極め至妙に達するのは︑決し

I
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ろ語雄徳修翠講の哲古賢先てしと心中走翁斎仁藤伊

1
'

1

はしける︒

１

︲Ｉ

とは篤胤の精苦︑次は輔翁の力畢である函

ｌＩ

といふ努力家である
さて有合ふ古書ど叫参ちせよとある
に郡ぴたろ部の初畢の輩︑何をかは
持侍らむ︵中略︶頓て文机に居寄り
て︑勤しみ給ふ事前の如くに底むお

の結果紙悉く側敗す︒

とは敬宇仰の一剛であるが︑彼とても
精を李延平︵稲山日く︑延平に住し
たる南宋の大儒︑字は懸中︑儒宗朱
子の恩師一問答に凝らす︒熟読反復

に凹れり︒

鋭意攻畢久しきに揃り︑坐席の操途

らす︵中略︶十巻の書己が川となる︒此
れ則ち︑有名なる彼の請書訓である︒

護書には︑必ず先づ識見無かろ可か

った︒

に附しなかった︒所謂心到り︑到り口
到る式であり︑眼光紙背に徹る流であ

讃主義︑精読主義で︑一宇一・句も忽諸

春台や敬所節矯や息軒の如く︑伽迄熟

を一貫する信念であり︑信惟であった︺
彼は五行並び下るの聴明であり乍ら︑

て容易な事ではない︒彼は飾鴬単に脇
んだ︒徳を磨いた︒陽明の知行合一で
はないが︑皐則徳交則畢は︑彼の生涯

：'

維生一帳の弊衣を縄ひ︑方丈の畑屋一一

哨好無く︑只管性霊の溌揮に努む︒・

に住み︑書物有るの外︑僅かに凡筆一
器硯のみ︒居常誌害述作の外︑些の

った︒

彼は平洲や二洲︑東野や蘇門と等しく︑
岡備中行の人物だけに︑菱も戸を閉ぢ
た淡淵や介石︑夜も床に就かぬ虎山や
篤胤と︑其の外槻形式を異にした響彼
は極端を除外した狙休であり︒諭激を
離脱した卵翁である︒倦まず榛まず︑
砿だとして寸陰を愛み︑孜堂として分
秒を惜んだ︒が決して焦らず騒がず︑
急がず煙て歩︑一路唯中脂一意是着賞一
で︑無理だの極端だの︑奇抜だの突飛
だの︑蕊にしたくも無かった︒言は野
飛子的努力であり中正的修養であり︑
急進猪突主義でなく漸進穂健主義であ

彼は夙に意を宋畢に注いでゐたが︑
日を追ひ月を重ね年を積むと共に︑其
の塵共の徳は︑次第に深く次第に康く︑
幅員を増し奥行を加へ︑果は狂洋自窓︑
遂に斯道の堂奥を窺ふに至った︒著名
なる大極論︑性善論及び心肇原論の三
篇は︑皆廿六七歳の頃の作品で︑其の
敏慧︑共の夙成虞に畏る可きものが存

︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲ｌｌｌｌｌ︲釧︲！帥︲釧川ＩＦ綱︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲．︲︲︲

してゐた︒︵つ蟹で︑︶
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む悼を氏良十専月望長曾支川早故
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故早川支含長勤則倒制麗氏を悼む

幸にして早川支曾には氏の志を繕ぐの

ひ︑今は術なき哀しみをせめても慰め

人ありて今後依然期待するあるを思

して十に近き支含と一千有除名の酋員

士の一癖なる奮起となり︑一年有除に

霊力によって︑山梨将各郡市憂固の

木本初識氏の邦家斯道のため折角の

ある︒人命は誰彼を間はず奪きもので

し︑只念推然たるより外なかった課で

接す︒五男は驚きと落膳を之れ久ふ

三十日突如として営の望月氏の計報に

然るに其の後一ヶ年に足らざる八月

す︒幸に英霊それ之を諒せられんこと

る邦家の麓の勢に州ゆる所あらむと

に永く之を留め︑以て御生前の折角な

と共に哀悼の微衷を表し︑禽史の一頁

本禽は左に其の経歴の一端を掲げる

る外なし︒

を有するに至ったことは︑現下の世相

ある︑併し邦家の多難なる此の際︑憂

任命

明治十九年八月十日五箇村小畢校授業生二

を︒

に鑑み本禽の邦家のため感謝に堪へざ

国の至誠禁じ難く︑あれ程の議力を致

履歴書

る所であるｕ其の山梨聯下新設の各支

あって︑此の年の十二月六日に望月博

の熱誠曇る御霊力によってなるもので

者望月博十良氏を初めとして多数同志

は︑木本氏の提議に基き︑此地の有力

ある︒此の支禽の設立に至ったに就て

へなば︑甲州の盆地は篇に道の輝きに

を禁じ得ない︒天幸に氏に其の毒を典

板望月氏の逝去は正に斯の如きの寂塞

知るとも言ふくくや早川支禽の一枚看

一葉散るに先だって満天下斯道の秋を

深きものがある課である︒誠に梧桐の

同二十六年四月五日山梨蝶保郵便肘通信

同二十一年六月退職

明泊二十年四月一日南巨摩郡曙村小畢校授
業生二任命

同二十年三月三十Ｈ退職

十良氏推されて禽憂となり本含より徳

溢れ他に通く除光を及ぼすの日のあら

あった氏を失って見て︑一層其の感は

川酋長共他出席され︑盛大に其の褒禽

んをと哀惜の念縛ぜしむるの途なし︑

明治三十五年一月十日都川村畢務委員二選
任セラル

明浦三十年四月二十二側日本赤十字祇山梨
支部南互嘩郡都川村三里村分腿委員蝿託

命．

明治二十七年八月十︑保郵便局長代理二任

事務員任命

式を墨行したのであったＵ

早川支禽は昭和六年十月七日の設立で

され︑牌来に期神する多大なるものが

者

曾中の一に早川支禽といふのがある︒

記
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選

大正十四年七月二十六日都川村伸議興二雷

大正十三年一月三十日山梨蛎保郵便局長二
任命セラル

表彰セラル︵教育事業二儲シタル鰯︶

明治四十四年九月二十八日山梨螺知事ヨリ

昭和七年二月十日山梨蝶救護冬委貝二任命セ

明治三十七年六月十七日出征軍人家族救護
調査委員嘱託セラル

昭和四年七月二十五日満期退職

黄罰

明治四十年七月十五日大日本霊糸伸山梨支
部南巨摩郡委員二嘱託セラル

明治四十一年三月一日南巨摩郡長ヨリ表彰

セラル︵勧業及農事二総シタル蝿︶

大正十五年一月十九月漁期退職

大正十二年一月二十日村祇熊野天祁斌紳氏
子総代二鴬選

侭︶

大正五年八月一日逓信大臣武富時敏閣下ヨ

山梨螺早川支含長望月博十郎君賓性潤達剛

弔詞

リ表彰セラル︵品行方正格勤糖働ノ昼︶

昭和三年一月二十六日洲期退職

毅ニシテ道義ノ念頗ル厚シ先キー早川支曾

大正十五年二十日村職熊野夫祇祁誠氏子継
代二再選セヲル

メ弛徳ノ振興チ以テ自ラ任シ一向含勢ノ進

先シテ本命ノ趣旨チ翼参賛シ其要領没行二努

展テ固り同支含ノ隆昌旭日昇天ノ勢アリ今

愈急テ告ヶ今後君ノ努力一一待ツコト多大ナ

民ノ協力識心自力更生ノ奮起チ要スルコト

ヤ我幽ハ内外共二非常峠ノ難局二遭遇シ国

昭和三年九月二十八日早川沿岸軌道組合含
議員常選

ル秋二方リ涜駕トシテ逝去セラル拘二哀悼

再一言一及くり

昭和二年三月三十日山梨蝶方而委員二嘱託
セヲル満期退職シタルモ蝿託セラル︑ゴト

昭和四年一月十九日漁期退職シタルモ再選

ノ設立セラルルヤ其支含長二推薦セラレ率

大正十三年十月十三日山梨蝶勤倹貯蓄奨勘
委員二咽託セラル

大正十四年一月二十七日都川信用購買組合
理事二岱選

七一フル

大正十五年二月十日朝展庵檀家網代二選任

明治四十五年四月十日日本赤十字祇山梨支
部長ヨリ表彰セラル︵祇業披碓二侭力セル

ーフル

明治四十一年七月二十四日都川村倉議員二
営選

同四十五年七月二十三日満期退職
明治四十三年七月八日都川村村是調査員二
嘱託セラル

同四十三年十二月廿五日第三歴長二鴬選
同四十凹年十二月二十四日退職
大正三年四月一日都川村助役二抽選
大正四年八月三十日退職
選

大正四年七月十日南互摩郡農愈評議員二営

大正四年十一月二十三日山梨解毒鞭含員二

大正四年十月一日仙梨螺曹議員二営選
営選

大正八年五月廿四日南巨摩郡教育含評議員
二選任セラル
選セラル

昭和四年七月二十五日満期退職

大正五年八月廿八日都川村青年剛顧問二推
大正六年六月廿八日山梨蝶術生愈南巨摩郡
委員二蝿託セラル

日本弘遁曹長伯爵徳川達孝

昭和七年九月五日

ーナ弔僻チ呈ス

ノ至り二堪ヘス銭二薄聴チ霊前二供シ謹シ

窪セラル

昭和六年十一月日本弘謹含早川支曾長二推

昭和五年五月九日家屋税調査委員二常選

職中

昭和閥年七月二十六円都川村倉議員常選現
二嘱託セラル

大正十年九月十二日山蝶紳証創建存評議員

大正十年七月二十四日都川村倉議員二禰選

同十四年七月二十四日満期退職

記の曾話談月十
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ろこととて︑団府講師の此お話には吾だの参考とすぺき多くのもの

十月談話含の記が提供されたことば何よりでぁっ士︒

講演維了後︑倉員各自は此の﹁南淵書﹂をめぐっての諏々なろ質問

本含例含の十月談話倉は︑溌告の如く十月十三日午後定刻六時半或は意見の交換をなしｂさては現下の世相に封する師々なろ憂慮す

に粉々後れて︑本命Ｍ集金岬室に開含せり︒ぺき問題に就ても道か慮るの至怖より語り合ひ︑約一時間か費して

此の日講師陶府種樵氏には︑酌本曾走除いて他に二個所の講演走引十時和気調々裡に散倉し士︒これより図府誰師にば別室にて初めて

受けて居られたと云ふ多忙さであったのであるが心耶かの疲勢の色竃いで夕食をとられろといふ有様である︒御多用の程も察せられる

此日出席されし人々は約五十有除名︑拘に盛含であったことは何

も見せず︑約二時間に一日一って熱心に愈貝の鯛に講話をされたことは次第で︑邦家のたあ感謝に堪へないことである︒
感謝の外なかつ穴︒

此の日の鯛府講師の誰演は魁﹁右傾思想の一共本糎念﹂として︑﹁南よりであった︒本倉の定例含包員談話金昼もかくして含員諸君の御賛成

淵書﹂なろ書にある一思想韮参考に紹介され．現下の我が図の思想にて有意義に行はれることは何よりである︒今後も毎月十三日には

界が左傾は素よりのこと・右傾的にも種々の思想擬頭し束って混乱振ってより多く愈員諸煮の御出旅を御希望して止まぬ次第である︒
彰呈し︑幾多祇愈の不安彫呈しつつあるの時︑吾毎日頃幽家走憂へ
て謹准弘めつつあろものにあっては︑時に考究進要する大問題であ
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式講開股皐等高導輔者務芳

勢務者輔導高等畢級開講式

時に講義することなき場合にあっても．此の道徳の一科は銃くこと

江く︑これを以て本祁田皐級の大特色とはなしつ２ある次第であ

る︒又本年の畢級は之を高等畢級としＥ曾て努務者輔導畢級に於て

九月二十七日午後六時半より本含々館三階の祁禽激化曝院教室に

修了せろ者韮以て入挙の賓格者と定め定員牢百人としたのである︒

於て開講式走畢行︑先づ庇江祇含教化蕊院幹事の開脅の拶挨あり︑

昨年は第一回の試みとして東京市と共同主催の下に︑本脅賊倉教

年も引績き腸赤より開講の筈であったが心今春は本愈としては︑含

それより一同東京市稲葉幹一氏指導の下に君が代を二皿未唱す︑雑

然るに希望者頗る多く︑厳選に碓選悲潅丈れ共止むなく百名悲超過

館の落成式に︑或は雨伯侭功誇感謝式等種々なろ大事柔韮控へたる

ろや東京市献曾教育課長藤岡慎一氏は東京市側を代表して一場の拶

化畢院に於ては︑時代的公民教育として亜大な意義ある努務者輔導

こととて︑／逢唯不可能の止むなきに至りしル以て︑之れ走延期しり

するに至れり︒

九月二十七日より其の第二回韮開講す︒へく東京市常局と打合せ穴の

の式か維了せり︒猫常日は祇含教育課の中野治雄氏特に出席され︑

挨あり︑次で徳川肺含教化畢院曇よりの告諭あり︑これ韮以て開講

畢級を開講せし研︑其の隷果頗る見るぺきものがあったに鑑み︑本

である︒欝努務者輔導堅級は心何れも東京市と共同にて︑目下東京

講義あり︑約二時間にして午後九咋半維了せり︒雷同畢生は全部出

それより講義に移り︑﹁道徳問題﹂に就て︑文肇博士吉田熊次氏の

常開講式の司禽者の勢をとらろろ所があった︒

市内にて三佃所に於て之れ韮開講しつつあり︒本命就命教化畢院の

る︒何れも其の梁科目には多少の相迩はあるもＨ的とする所は︑勢

義塾大翠にて畢行しつつある芝単級心及本所の本所皐級の二つであ

席する所ありれり︒

ものは其の中の祁田皐級と群するものである︒其の他のものは慶唯

務者に政治︑耀済︑道徳等を講じて以て公民としての自畳を喚起し
国民としての共存共築の本義か理解せしめ一之が蹴践を期して邦家の
進迩に寄典する所あらんとするに外ならない・・・而して本躍院に於て

は特に道徳画鎧としての使命に鑑み︑之れが精紳の振興に重鮎韮置
いて︑他の畢科誹師拭其の時に於て異るとも︐叉他の畢級に於てば

に武富大佐の許諾韮得て︑講演の要旨韮揺ぐ︒

られ︑聴衆も十二分の満足韮得て散官したのは十時過であつ犬︒次

であった︒講演後︑武富大佐は聴衆よりの種々な質問に一々麿答せ

講師として此人走得たる好講旋のことＬてまったく魅了せられゞ形

勢力に就いて述ぺられ士ｃ聴衆は何れも︑時節柄の興味深き題目に

米海軍の活動の歴史より説き起し︑約二時間半に一且って︑日米海軍

熱と力の篭つた語調走以って︑米図の鯛策としての東洋護展に件ふ

て講垣に立大坐るや︑如何にも武人らしき識巌な態度の中に自から

端正な海軍服委の武富大佐は︑太平洋矩挟む日米大地岡走背面にし

籾て︑講演曾は午後七時より大島幹事の司曾によって始められた︒

敬稀︶

次郎︑割田斧二︑臼井政子︑祁島甲子三︑小島徳蝿︵順序不同略

郎︑庚中宗太郎ｂ高木八太郎ｂ寺本典左術門︑松平穏吉憧隣江万

義．百瀬年和心南勝太郎︑五十胤留五郎︒青山泰次郎︑松永所次

景山員盛︑谷本正︑昆野鈴之助︑井筒調策．中村芳三郎・大島正

梅津曾五郎・田野定次郎︑足立四郎吉︑風常朔郎︑佐々木春男．

加賀美園光り岩本澄．服部捨郎．岡崎毒市・後藤通鑑︑山岡千阿

た︒出席者の氏名は左の如くである︒

三十二名Ｄ徳川含長も特に御出席なされて心なかなかの廃合であっ

れ・講師は海軍大佐武富邦茂氏・演題ば︑﹁日米海難に就いて﹂聴衆

十月七日︑弘造曾本部に於いてｂ右志青年部主催講演倉が開かれ

一如道鉢有志青年部主催講演曾記

︒﹄ヘリ
向ｎＵ

記曾偵購催主部年青志有

ｆ

アメリカ合衆幽は︑﹁その国策と通商貿易とを支持するために本幽

いて再度に亙って壷してゐろが心その函策とは︑云ふまでもなく

及び海外領土に充分なろ兵力を要す﹂といふ童言走海相の名に於

東洋珠に支那に﹄於ける機含均等ｂ門戸開放である﹄このためには

と稚し︑年来口本侵略を目標としてその海軍力の護展非策しつ上

米幽としては太平洋の制海権彫得なければならぬｃ彼が渡洋策戦

提督︒ヘルリが﹁サスケハンナ﹂﹁サラトカ﹂の二艦を率ゐて我が凶

ある故なきものではない︒この率変は︑かの嘉永六年の昔心水帥

に来り︑鍍図の夢を食れる我が一朝野の人心乃震骸せしめた時以来

半世紀像に亘る歴史か明かに語明してゐるのである︒ペルリが日

に海軍の根蝶地を得んがためでｂ現に小笠原か得んとして︑常時

本に来たのは修交貿易のためであると云ばれてゐろが︑賀は東洋

の世界最弧の海軍閏たるイギリスより﹁小笠原は一八二七年心英

の物なり﹂との抗議牟買ひ︑急に態度牢改めて︑﹁小笠原は一五六

図のキャプテン・ピーチによりて変見せられたろものなれば英幽

五年︑日本人小笠原貞頼なろもの入菱見するところのものなり﹂

と日本領なることを誘明せざるを得なくなったと云ふ皮肉な事変

もある︒ペルリは叉琉球にも立寄ってゐろ︒営時︑米幽には速力

のある新しい賂が造られてョ八口シバ諾幽の劉支貿易を凌駕し︑

米船の東洋に向ふもの一年に釣三百寓噸と云ふから︑その如何に

一八六九年︵我が明治二年︶スエズ運河が開通しｃ欧亜の航路が

戯んなものであつ衣か想像することが出来ろ︒然かろに︑その後

俄かに短縮せられ︑東洋貿易もアメリカに専断されることもなく

なったが︑しかし︑米醗拭着々として海軍力の充箕に努め︑八十
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一三隻といふ艦鋸走造りや一八九八年︵明治二一十一年︶常昨匪に表

徴に向ひっ生あつ北西班牙と此一細江問題に率鵡櫛へて米西職縦を

その翌年に米閏のものとなつれ布唾サモアと共に︑これらの睦地

惹起し︑キューバを取り︑ブイ柳ツピンル取り︑ガムル占有し︑

々として年来の目的起貫徹して行つれ課である︒

ば米海軍の求めには太平洋上に於ける絶好なろ根振地とたり︑着

ライン﹂と稗するものがある︒平時は交通蓮輪のための航路であ

米図の西海岸から東洋に向ひＤ大卒洋上に三つの﹁コントロール
ろがり一朝事あ乃場合には此路を大艦隊が紬瞳相含んで押通ろこ
とは云はずと知れてゐろ︒その北方のもの︑ば航路であると共嘱

空中路であって︑晶近リンドパークなろ者の来たのも此路であ
る︒中央及び南方のものは︑現に米図の大艦隊が通ってゐろ︒そ
れはじル１ズヴエルト大統領によって大米艦隊の東洋汲遼が行は
れ稚時と︑︑仙界大職直後ｂ海軍大演習の企てられた吟とである︒

日清職役︑義和圃事件等があって︑二十世紀初頭に於いて︑ヨー
ロッパ列醗が鼓って支那の要地を分取りするのを見て︑立後れの
観のあった米閏は．如何ともする能はす︑こ上に於いて︑一八八
九年九月六日︑米園餌務長官ヘイの支那に於ける機脅均等︑門戸
開放心領土保令の宣言と江り︑列国は既得権を侵害されぬ限りに
於いてこれ避承認してゐろのである︒明沿三十五年の日英同盟雁
は米図ば動かなかつ求︒これは該同盟が露西亜大帝国の東漸南下
政策あ阻むものである以上︑米幽も露西亜の南下．即ち太平洋側
への進出か好まざる故に︑常然のことである︒綴いて魁明治三十
七八年の日露職役↑は洞逸帝圃の策動に識して︑米幽ぱ英閏と共

におさおき注禰悲怠ｈず︑ｎ本海々職にて日本の大勝和を見る寺

求め和職の提議をなしたのである︒この講和談到の流前︑米図の

畔の大統領ルーズヴエルトば進んで日露雨閣に封して人道平和の

蛾道王として有名なろハリマンは支那︑日本に来り︑例の伊藤ハ

この契約は︑小村壁擢がボーッマスに於ける講和談到より蹄朝し

リマン協約韮結び︑南満洲鎌道買牧の契約遊なしたのであるが︑

から蹄剛中のハリマンに封して同契約を破棄する旨通電し赤︒こ

て極力反封し︑日本朝野の人心もこれに和し永ので︐伊藤公も折

の破棄は︑契約者たるハリマンの怒り走買つれのみならず︑米幽

れ︑アメリカが満洲に手を延し求逓初である︒伊藤ハリマン協約

太平洋岸に面するカリフォルニア州でば勃然とて排日運動が起つ
ら﹄◎

一九○八年︵明浩四十一年︶五月に伎心ルーズヴエルト大統額は

７

風堂々Ｌ﹄我が横演港に入つ衣のであるが︑この時の我が同胞の思

大艦隊東洋派遼の壮畢走決行し︑その十月︑十六隻の大艦隊が威

ひや如何に！表面には米艦歓迎など走行ひすましてゐ求が︑そ

蓋し︑その心膳を寒からしめたことは嘉︑蚕︿年の浦賀に黒船が浮

の心の裡には甚だ穂やかならぬものがあつ衣ことＬ想像される︒

んだの韮眺め赤以上であったらう︒現時︑米幽の艦艇ば太平洋を

高速カーｒ往復することの川来る素晴しい航繍力洋右してゐる︒こ

如何に莫大の縄費と努力韮饗し誰かが知られるが︑兎に角日本に

れは何れの閏の艦艇にも持ち得ない航績力で︑この求めに米図が

取って一大脅威である︒
一九一○年︵明治四十一一一年︶ルーズヴエルトに代って白星館の主

記含演講催主部年青志有
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人公となったタフト大統領は︑就任早々︑列狸を誘って満殿買収

ころとならず︑主力艦の識英米六割た涙か呑んで承認するに至つ

々疏隔しふ軍縮の狩来に暗雲が漂ってゐたが︑英鯛ではマクナル

菰︒次いで︑補助艦の制限に就いて︑一九二七年ジュネーヴに於

ドを首班とする第二次鍔働黛内閣が出来︑米鯛ではフーヴアーが

の封支借欺を成立せしめんとしれ︒列閏協同と云ってもｂミれは

この惜欺は失敗に雑つ菰︒この時︑前大統領ルーズヴエルトは︑

大統領に選ばれ︑英米開係ぱ念に鍵化し︑英首祁の渡米︑フーヴ

において正而衝突韮なして決裂に経つ菰︒その後︑英米の間は益

タフトの失敗を批評して︑米図が満洲に利権を得んとするにはそ

て日英米間に軍縮命議が開かれたが︑この稗議ば英米がその主張

れに必要燕丈けの兵カー海難力が菰くてば瀬ら卿ミれ芯くて

ァー大統釧との親しき衡見．所謂ラピダン協定の成立によって︑

一三Ｉヨークのさる財閥の手によって行ばれんとしたものである

は到底この種の計蚕には成功することは出来ないであらうと云っ

ンに於ける軍縮含議となったのである︒この愈識に於いて︑我か

軍縮含議の機運は一叉も新しく展開し︑やがて一九三○年のロンド

ことが明白でｃ列倒はこの米国の狭猪な手に乗らなかったのでも

たさうである︒

この中立延保詮するにはそれ相常の海軍力か要すとな

走標袴し

世界大戦が始まるや︑米蝿は溌初モンロー主義乃守って厳正中立

則とは︑

図はいばゆる﹁三大原則﹂を持って臨んだのである︒その三大原

八千五百噸彩維持すること︒

二曲潜水艦の全腰叉は大削減には絶封反封で︑現有勢力即ち七碗

衆幽の七割韮確保すると︒

一心八吋砲搭載する大型巡洋艦の保有量︵噸数︶はアメリカ合

と︑一九一五年︹大戦勃溌の翌年︶米剛議愈は無討議で所謂第一
の縄純費十四億回といふ︑反大なる．海軍披張案悲迩過さぜ士︒然

次三年計霊案として主力艦十六隻︑補助艦艇百四十四隻新造︒そ
かろに︑その後︑米鯛は渦逸の潜水鰹が米幽の商船韮撃沈せしめ
るや︑正義人道のためと秘し︑大戦に参加し士のである︒何が中

大戦維了後・米閏はその経済的除裕を以って︑大規摸の海軍按張

ち︑大巡の封米七割︑港水腫の現有勢力保有は認められず︑丈営

抑て︐曾議の綜果・我が三大原則の第一︑錐二は認められず︑即

米七割を保有すること︒．

三︑以上の二つを僚件として︑補助艦の縄括的噸扱に於いても封

か行ふ絶好の機含となし︑益々彪大なろ製艦計蓋走立てたか︑そ

第三の納括的噸敷の封米七割が認容せられたので︑鰻頭に昏へて

韮得ない︒

立保持であるか︑何が正義人逝であるか︑吾等は大いに怪まざる

の後追々と吹舎寄せて来た不景気風に︑さしもの米幽も輿論の空

云ってみれば鯛のない皮だけの如きものであるが︑吾等は︑勝率

り上げれば満足が出来ないのである︒このロンドン含議の綜果を

何とかして飴も日本式なら皮も日本式である立派な日本鐘頭を作

嫡牢察し︑英吉利を誘って︑海軍縮少を仙界に呼びかけた︒かくて

一九一二年秋のワシントン軍縮含議となり︑日本奈権は封英米七
割の海軍力走要求して歌まなかったが︑何うして英米の容ろ入と

如何なる函と雛もこれに太刀打出来るものはない︒しかしりた堂

この優秀なろ海軍力あり︑この恐ろぺき日本魂あっては︑恐らく

一つ我が海軍に於ける訣鮎は︑飛行機の妙いことである︒飛行機

桑のために磯械的に動いてゐる外園兵の如きと比較にならない︒

れ求課でなく０吾等は次のジ手不Ｉヴに於ける含議に於いて如何

のみならず︑飛行機を操縦すべき人間も甚だすくない︒将来太平

見て︑米国海軍富局伎﹁まことに釣合の取れた海軍力だ﹂と穂し

菰ろ結果を見るや測りがたいこと韮云って殿きたいのである︒

てゐろ︒されど︲ロンドン曾議に於いて軍縮のすべてが解決せら

満洲事鍵が突褒するや︐我が陸軍は疾風迅雷の行動を以ってまた

飛行機走先にたてＬ︑空中占有を固るであらうがｂこの場合︑窓

洋で日米雨海軍衝突するやうなことがあるすれば︑雨軍とも先づ

しい米鯛の飛行機のために日本の飛行機が叩き落されてしまひ︑

Ｌく間に満洲の各要地を占取し︑内外の耳目延謹動せしめたが︑
った︒何れも瀧洲の野には背を向けて︑はるか彼方に脱｜かを利か

此の時︑我が海軍は何をしてゐたか︒決して安閑としてばゐなか

て日本の有利に進まないのである︒尤もこれは理窟の上のことで

空中恥完全に占有されるやうなことがあるとすれば︑職闘は決し

礎職となれば︑叉我が海車には特獅の戦術があるから︒弧ち悲狼

してゐれのである︒そして︑この晩みは如何なる力走謹揮してゐ
なろ抗議ル受けたが︑何時の場合も柑手は︲競後の押し韮利かさず

分に加ばれば︑それこそ鬼に金棒と云ふ・へきであるから︑吾等は

し衣ものではない︑我が優秀な海軍力の上に飛行機の蛮力が充

ろか︒浦洲事愛︑つ置いて上海事件に於いて︑我が餌は度々弧硬
土俵際で我が国喝うっちゃられてしまつ誰︒この外交職に於ける

の諸君の御注意を促したいのである︒

飛行機の充質を希って敬まないのである︒この鮎︑我が指導階級

勝星はじ何によるものであるか︒吾等は︑その専横なろ抗議園も
出来なかったからであると云ひたい︒

〆

我が図の海軍の資力に恐れ走なして︑最後の押しを利かすことが

うと云ふぺＩパーの上のことであつ盃︑現有勢力で見ると︑我が

:
×

封米六割と云ひ︑五封三と云ってもＤそれは幾年か後に行はれや

1●一

有してゐろ︒

>
×
'

国は如何なる外国を相手にしてもこれ韮撃破するだけの海軍力を

然かもその鯉艇は何れも日本凋特の技術走用ひて建造しれもの
ど優秀なものである︒この事は欧米列図でもこれを認めてゐろの﹄

で︒その威力に於いて︑同噸敷の外国のものと比較にならないほ
である︒これに加へて︑我が武人の縮祁には君剛のたあには水火
も癖せずと云った恐るべき魂が宿ってゐる︒唯龍個人的利益や享

×
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んつかひぐにもと

｜拙者とても四五年以来︑かやうのこと必ず起り申さうかと存じておりまし

せつＩやねんいらいがなら池こ塗を老ん
それしゆじんいへたいじえんり上つかまこの

の悪政については︑幕府からの雨目付に申しだしたこともあり︑此度安雲の
じゃうふりやう恥つけぐう屋上すゐ基ん
上府についても︑雨目付の寓居に推参し︑

たひろ海くやまだい誠くそののちいま︿Ｊ １ぐに
絶えて久しい奥山大畢の其後のことはどうであるかと云へば︑前盈から園
あく趣い篠くふりやうめつけまをこのたびあき

とお受けした︒

一フ

﹁冥加至極ありがたき御儀と存じ奉る﹂

安塾は謹んで答書をだし
挽弓がしどく齢んをぞんたてまつ

あ宮つ︑当しとうし上

とある︒安葵の宿志は牛以上是で貫徹したのである鱈

あきしゆくしなか瞳歩じゃうこれぐわんてつ

らるくし︲﹂

し︺勿論谷原見分の衆もまかり登られ候やうにと申遣はしたれば︑其意を得

一・訴意間届けらるべきにつき︑来年二月上着あるやう︑其元溌足せらるぺ

そいきＬと瞳らいいんじゃうちやくその魅とばつそく
６ちろんやはらけんふんしゆうのぼ畠をしつかそのいえ

淀居る安塾宗重が許へ来書があった︒日く

ああきむｕしげもと巳いし上

寛文十年十二月二十二日三人の申次から更に伊木半右衛門を使として国許

雫わんぶんねんさわつにちにんさらいきはん黒

伊

が︑夫がため主人の家の大事ひきおこさうかと︑遠慮仕りおりました望此
う上たはへ
ぜひ・あきいか知ぼせむつの
是非もござりませぬ︑安謹とと如何やうに仰つけられませうとも︑陸段

、

かみぞちｆ
守
の脇度となりませぬやう聯ひ套塗犀一毒韻と遊べや
りやうめつげ

しとぐ５つと魁おる

雨目付も
﹁至極尤に思ふ﹂

あいさついその．ごしやうそく︑えん

との挨拶があったと云ふ︒其後の消息はよくわからぬが︑延

にちとしし

塞蕊畦弓雛っ凝焼と谷を蕊が︑二疏峰跨唯レ︑芯藤一環藍ぅ彫っ
二十三日︑・年七十五で死んだ︒

なぼばんあくせい江らＵのあきはやかは苦塁

りやうめつけ５つた

猫藩の悪政を鳴らした者は︑安葵ばかりでなく早川八左術

蛾︑匿惟五鞭涯綜峨琴と妻ふ識丑︑樋謡って︑雨目付へ訴へ

さきのと丘そげばんちそう
でようとしたが︑前にも陳べた通り︑側につきそふ藩の馳走
やくにんへ弓ぷみつし玉６くてきと

こくあうし腿た§にはげき江そ︿てがみつく

役人が︑兵部が密旨をうけて居るので︑譲野くは目的が遂げ

られない︒そこで画老柴田︑茂庭︑外記の名で添手紙を作り

あて江あっけけちいあかぎばなに版と咽しそんやしる

とげたじしんめつげやしきすｒ届んでうん︑詮をせつぷくかくど

宛名を目付の家来赤津某とし︑若し仕損じたらば︑屋代︑

くわんぶんいんぐわつかそのしよところしゆぴたつ

木幡︑自身目付屋敷へ推参し︑像盈申したて典切腹する畳悟

がくやぐめめしば江こと

ｑ窒鑓痘癖︑鶴師の倍嬢︑楠琢に砿じ堂ハケ繕にっ費譲唾趣

票役目召放されの事︒

むつのかみたい君うぎ６のこれある

○伊誇一鋒の祁謝に椎ぽれ謡舞躍ぴ七十蛎謹唾が謡と轄健季

るれど陸奥守に封し忠義の者に有之こと︒

げんつかまつにくざ蚤§んし言上の汚昂としきいま窪をしつ

○霊惑十毒瀞賊︑瞬誇の識に薙塗睦巧畢諦跨癖へ錐し鍵跨識

乙と

言仕りしを悪み︑十左術門死去の後跡式今に申付けず候
事心

みざぐにぢうかく薯その丘かぜうしんさぷらひどもあまたげいばつまをしつ

た壁む弧上︑んぎい迭睦やうけいぽつ５のぱい

か

右は園中に隠れなき儀︑其外小進の侍共数多刑罰申付け

候︒忠宗二十齢年の在世中に︑刑罰の者帆しおります︒斯

も

かちう§のど§江ちびぼんみんあんどつかまつ
くては家
中の者共︑井に寓民安堵仕りやうなく︑曙鍵識桑
ふ宅んこのふきなげ老んたてまつ
の浮沈此時と︑歎かはしく存じ奉る︒

蕊鍔も蕊︑薙鱈は屠惟五確涯祷峨︑奉職漉七躍酔壱五峰の

とある︒

し上しまをしあはとうせんにんぜいしよしん６んそげつばんくわん

諸士申合せ︑公然と五人の姓を箸し︑祁文を添へ血判して寛

まさむねた哩彬ねいんばい句し上う§ん

○安雲と式部と谷地原論所に つき︑政宗覇忠宗︑印判の誘文
ご
やち話しかすだい
ある谷地を押掠め．大なる 礎峰催炉︑恭毒娠窪かくれ御座
こと

左き事︒

外記が其子息中務への教訓︒︾

げきそのしそくなかっか己けうぐん

伊達安葵江戸へ上る事︒

吃てあきえどの瞳こと

琴千九赫僻搾睡空が罪塞舞識の誰電錯確蛎誇

だした︒其筒催書は重複するから省く︒

そのがでう炉琶毎うふくぱぷ︒

ぷん垣んしやうぐわつにち注んたいめつげないとうしんご﹄唾う裟言のかづ藍途んだい

で寛文十年十二月八日︑其普をさしだした虚︑首尾よく達い

文十一年正月十八日仙蔓目付内藤新五郎︑牧鰐数馬が仙墓

だの亡︿うぷにんようそのかとえ

りぎう酌つけ迄ひらそのぶん

て両目付の手に披かれた其文

を垂って遊岸へ蝿ろ畦︑雌譲舞う蝿いの︑砕塞飛謹飛躍でさし
O

あきしきぷや方ばらろんし上

むつのかみいへ呂吐う上ろ

○伊達兵部任用其人を得ず︑ 陸 奥 守 家 の 作 法 宜 し か ら ざ る

事E
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あｇ遅きすゐをしやうはふいんだう

安蕊石水和尚と法問椿のこと
あきぐわんぷんねんしやうぐ助つ巷んだい限ぐふりやうめつけ

しこう江ほいち低んやしきい一つ︐ｒ︑と胸ぐ

安婆は寛文十一年正月仙豪へでて︑幕府からの雨目付へ

このたびえどの瞳ひ上へ論いへため諏低上し

も伺候し︑猶一門の屋敷を一愛訪ひ廻２﹂︑

一此度江戸へ上るは︑偏に御家のお篇を思ってである﹂由を
のあいづちゆじや弓ま悪ゆきい

述べた︾倉津中将正之云ふ︑
だてひやうぷぎやつ迂奪上ろうわきたれし６のぐおんらい
﹁伊達兵部が行跡宜しうない噂は︑誰知らぬ者もない︒元来

ｎんまへなん赤ぱせワけばず塗きむぬと

は︑三年前にとうに何とか仰付けられてよい筈を︑政宗の子

いかど江だ毒ものこのた脈あ啓殿を

な牡どまをしつのむつのかみしか

と云ふ脈で︑宥め居かれた者とみえる︒此度安塞申しだすな

らば成る程巾募ったが︑陸奥守かたの然るべきであらう︒さ
びやうぷ尋かゐうだのかみ五んじゃえんりょまを

ても兵部は酒井雅築頭に縁者であれば︑遠慮して申しにくい
しかそれてんかまつりごと
とともさぞあらう︒黙しながら夫は天下の政にはかへられ
ぬ﹂
い

たど云はれたとある⑨
Ｅくらうしぽたげき服くふないめいしやＴぐわつにちぜんたい

圃老柴田外記も︑幕府の内命があって︑正月廿五日に仙姦

じゃうふそのときしそく江かっか愚ししぽたご性りつきの声一えき詑く

をたって上府した︒其時子息中務使を柴剛郡の槻木騨まで透
って︑

このたびい逼まおのぽじんじゃフ率一んとり地が

いくたびおもとＬろ

﹁此度の一俵についての御登り尋常なら赤存するからお供願
な

ひでたが蝿きすまれぬ︒さりながら︑幾度恩ひかへしても心

宅んあとの淫つかひくだ

がかりに存寺るまま︑せめて後から上れとの語使下しおかれ
たい﹂

いげきさと

ぬが

６つと６

と云ふたが外記は諭して

ぺつま話

また

どう

﹁願ひまととに尤ではあるが︑別に申しつけることもなく又

えどいしゆぴあらか腹ばか

こＬろやす誌も

江戸に行っての首尾も誤め測りがたければ︑いづれにせよ同
ろうご
世つしやみふ旧上
かう
行はいらざること若し拙者の身に不慮のことあっても︑老後
と毒ひ鍔の灘る唯螺して嫁継の得︑子娠への癖︑坪の露にも

ふざなのこ

そのはういちにん髄低

上る

不義の名は残さぬつもり心安く思はれたい︒あとのことは︑

たいしほどえうきっいことさらどか﹄ん毛ごちゆ弓ぜつ

其方に一任して︑恩ひおくことつや／︑なければ宜しきよう
はか

つＬ泳なことす

ちＬみうへくろう

計らひくれよ︒大守御幼少と云ひ︑殊更御先組は御忠節のい

こんどじゃうふじぷんし

へにおはすから︑おいへ差く事済みたらば︑父の身の上苦労

いさとな杜それ

に職はず︑球を憾紗で砿塞を縦め﹂

けつおま歴しそく扉かっかきちゃうぷんしよ流く通んごろえうぐん

と云ひ論した︒尚︑夫ばかりでなく︑今度の上府︑自分も死

げういくしかた一しもたいとＬろえ寿ゆう千ついた昨坦さと

を決して居って︑叉も子息中務に長文の書を逢って無に幼君

昂きとのたびしゆつぷじついつばん︾うんめい雪ごうけんに江しんめい

の教育の仕方︑下に封しての心得︑忠節を致す旨を諭した︺

かぐご

あけくわんぶん

安婆此度の出府は賞に一藩の運命を墜肩に荷ひ︑身命と

かけものにいへぐわくせい

値んしやうぐわつにち珪秒しん挫く．けらいわたりく﹂いんどいへ

賭してもお家の廓清．とはからう受悟であった︒明れば寛文

かどごしゆえん唯なし寡んばんも上ほいばひさかづきく

かいきん

十一年正月廿五日︑吉辰を卜して︑家来亘理淑人が家に︑

にちザ一のかうけらいど魁駒あっ

首途の酒宴あり︑噺三番催され︑耐の盃汲みかはして解散

どう滝ゆうきけの

げんくわこうろんかたつＬくつ厚やうぷとうりうちう

し︑二彫おいて廿八日︑随行の家来共を召し集め︑

道中酒飲むまじく喧嘩口論堅く雛しみ︑別して上府逗留中

ざつだんしや弓ごしよ上うほかぐわいしいつえんり上

雑談笑語せす︑所用の外外出も遠慮するやう﹄
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をし

をど海へさとした﹀
むれしげとＬろ師叶０

はた駐としいうじ比こんひととと亀やくしいちのかみたいらう

宗重心に恩ふやう︑塞誰暁は鋒匙と琴ひ鉾韓舞の準岸健ひ
に放本衆にも入魂の人あまたあり︑殊には嫡子市公は大老の

こたい

答へて云ふぃ

いつてうしてた噌薄ににょらいのちにいらん

．跳直入如来地﹂

わくやしゆ勺ばつ父つかぜんだいつま呑む処走置む処

さて二月二︑涌谷を出溌し︑四日に仙嘉に着き︑政宗忠宗

里んじゃじふにぷんりえきじぶんぱいしんえど諾６て

日子息兵庫から安葵づきの家来に書を逢って︑

ひしそくひやうごあきけらいしよおく

りやうくういつこうすうじふにんしゆくノーＥうていの聖

縁考でもあれば十二分の利益為はすに︑自分は賠臣江戸表に

雨廟にまみへ︑一行二百数十人禰掩として行程に型る︒この

ちいんとうれうせいじし訪愈やけ誌Ⅱていちえんし

知吾とてもなく︑営領の政事も知ら歩︑公表のこと一回知

らぬ身が︑おいへの安危を決めようなどとは非分の重荷一身

砲６肱げまたぺつどう角うまいえどぢゆうかん

じぐはたとひこうぎお吐きあいわく王しおぽ桂あし

しやくざいいきＬかくるまためでたくあｇどのくにせい
借財しても靭苦しうない︒叉目出度ことすみ安葵殿風の政

Ｕ
やくちういしゆぴけとううへ諦仕
略にすぎぬやうに注意せまぼしい︒首尾よく下向の上は多く

時であると恩ひ脚まれたい︒叉別しては道中も在江戸中も簡

とき

たととＬろ二からきよくじま竃しつけ
らぬ︒縦
ひお心に逆ひ曲事申付られうとも瞬舞を鋸すは雌雌

詫ん吉弓けた壁はり士ぐわいかへりい己まわしあ

このたび︑どじやうぷとのだいいち塗をしごし上老ん

すて上の畳悟ならでは迎も本意は途げがたい︑生きて再びか

此度の御上府︑殿さまおため第一に申たてられる御所存で
し上じえんりょ肇をしあとのあきおこ﹂ろい
いられるから諸事遠慮なく申上げよたとへば殿安塗御心入れ

みあんききひ蕊んおもにいち鈴い
かくどとて妊んいとい亜たＬ

へる所存はないとて︑菩提寺の住持石水和尚に諸ひ︑生前の

あしく御儀を承ったら慮外なりと職みず諌め申上げねばな

§んだう

丘う駒ううけんリラゐんとく封うしうとぐこじなづまたにさんぼう

し上ぞんぽだいじぢゆうぢ途云．すゐ話しぞうこぜいぜん

法名を受けて︑見龍院徳翁牧徳居士と名付けて︑叉二三の法
問答をまじへた︒
ぜ芦すゐとい

石水間うて云ふ

いかにこれけんじやうのこと

一︐如何是剣上事﹂

こじこたい

駐うせんじゃ弓ちゅうに︒﹄ようきぞたつ

居士答へて云ふ

事に加はるやうと側令公儀から仰あっても迷惑の由仰上げ弧

柴田外記は上着して二月六円に酬村鱈岐守に書を致し

安謹に寄す︒
しばたげ召どやう君やく︽みつかたむ烏おきのかみしよいた

炉謡が露管毒隷の鴎蹄燕蒜詮寿砕誇
あき上

森一二十織峠謡琴華一些睡鍔の譲

など申しおくった︒

喪ぞ

じたいそば喪をしあ

一法戦場中策勝旗﹂

いて辞退せらる上やうに側からも申上げくれよ﹂

いしはいかに

またと

叉間ふ
﹁意旨如何﹂

こたい

むに肇たむきん

答へて云はく︑
﹁元二亦元三﹂
またや

叉間ふ
いかにとれしやうしのだいじ

﹁如何是生死大事﹂
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あ琶しょうにん限ぐふめと

﹁安謹の誇人として︑幕府から召し間はれることもござらば
しよじありてい灸をしあげかくど催のごえうぜうなにごぞん
諸事有鴨に巾上る畳悟にござりまするＪ殿御幼少で何も御存

知ないことなれど他家にも︑下為出入の篇に︑お家潰れ︑乃

営ほかし仙人︑でいりためいへつぷない

しぜうしんこのたびふか弓れそん

ところしかつくるなかノーＩ

しんだｖろう諸う雪江んしさい舎辛れしう

かでうそのくわいとう
との個篠であって其回答に
あ言むつのかみごんじゃうじゃうふと間蔽と霊吐塑いめ
一安葵陸奥守のためを言上するについての上府︑供人大勢召

しつれたこと︑身代相雁の俵︑何の仔細がござらう︒夫を囚

人に脅しく思ふとと．却って不審に存ぜられる︒さて叉陸奥

じんひと猫もかへふしん悪んまたむつの

かみそしやうあひだ黒んり上しかか

守へめみえのこと︑訴訟にか上る間速慮させ然るべきか︒家

至小身におされたこともござれば︑此度のこと深く憂へ存歩

ろ所にはござれど︑然りとてなまじいに総ひかざりは中糞あ

中の者安塞方への出入は︑心次第でよるしからう﹂

雪すてごうんめでたいへちや弓きうことこれ

うへ１１また弓へすあり耐ん

じゃうふ弓︿あざふやしきぢきいこれらう毎う

から早飛脚で︑

はやひきやく

安塞下総の中田騨房川の渡しまで来た時に︑園老原田甲斐

しかん︑

おう６のあきかたでいりこＬろしだい

しうからうと存歩るから︑竹を割ったやうに申上げ︑其上公

云糞となる︒
あきしもふろなかだえきふ碁かはわた港ときごぐろうばらだかひ

てんたけわまをしあそのうへこう

俵おいへを拾られずば︑御運目出度くお家長久の事も之あり

ませう︒上交にも亦為みの上は捨てさせられ︑有のま上に御

まをしあげあぞご悲ん麺ごかうかうつぎ誌ふ
申上遊ばされたら︑おいへ御先組への御孝行もたち︑次に御
乙Ｌろ弧けつばくぱ壁かそんたてまつ

﹁上府の上は凧布屋敷へ直にお入りあるよう︒之は老中から

あ
きげｇどくがいくはたてし上くじ
安謹と外記とを︑毒害しようとの企がある︑かまへて食事

此際世上の風聞に︑兵部︑渡遥金兵衛と瞳って︑隠岐守と

とのさいをじゃフふうぷんひやっぷわたな雫へきんべ易ばか誌言のかみ

君へ団産を献上した︒

汀みこく吾んけんじやう

と甲斐の方へ云ひ送り︑同じく十三日に江戸に参着して︑若

かひばうい誰く話江にちえどさん湯やく駒わ

仕る﹂

つかまつ

﹁気分いさ奥か爽いだれば︑指岡の如く麻布屋敷へ参着

きぷんさわやヨレプごとあざぷやしきろんぢやく一

と挨拶し︑十二日に叉飛脚で

﹁気分もすぐれいば︑養生のためまづ町屋へ参着致す﹂
あいさつにちまたひきやく

きぷんやうじやうまぢやさんぢやくいた

と云ひ送ったが︑安謹は

い詑くあき

ないい

心根の潔白もあらはれませうと︑輝りながら存じ奉る﹂

の内意である﹂

弓んぬん段をしあは西なのかみいをん

云麦と申合せ︑隠岐守も異存はなく
こた

ありていまを
﹁計鑑が砿ふ咋渉燕にかはらぬ有
髄に申すつもり﹂

ぐわつかりやうこうけんまをしつぎしゆう６つつき腿んらうぢゆういなぱみのＬかみ

と答へられる︒

二月九日雨後見から申次一衆を以て月番老中稲葉美濃守へ
うか瞳汀姐

伺ひの旨は︑
近んどだだあきじやうふつかまつどうぜい４にんめしつかは

じせ勾争狗んびん上おししか

﹁今度伊達安婆とと上府仕るに同勢二百五六十人召仕れま

またかれじゃ弓毒やくうへあまぷやしきひか

したこと時節がら穏便なら赤確ずるに由り︑押かへし然るべ

きか︑叉彼上着の上は侃布の屋敷に控へさせ麦せうや︑さ
ぎ塁んり上芯ぼたいきいぢゆうかちゅう
て蕊曙鍵霊へ即みえの俵
︑速慰さすべきか︑猫滞在中家中の

者どもの出入さし止めませうかいか母﹂

５のでいりと
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ゆだんあきつひとあきそ
に油断されてはたらぬと安葵に告げた人もあるが︑安葵は訴
しようあひたゑんりよしゆぐ．ん耐め↑ひかへした加

訟の間遠慮とあって︑主君へ御目みえも控させられ︑随って

後見へ掛面のこともなければ却って︑夫等の心配も無用であっ

こうげんたい釣んかへそれら・しん瞳いむよう

しょくにあやふ影も

おきのかみえ一うじんせんだいやしきぐちやのれう
たが︑隠岐守などは要心して仙嘉屋敷へ来れば茶も飲まず料
して饗をつけぬ︒食事危ぐ恩ふからである︒

乙とこのいたみぷん

んば
Ｉ遥
こ為
の此
毒地へまかり麹り琵鰐へ詫鵬などさしだし
﹁い
如か
何拡なるれ

ふとき鱈ぜん法んれうけん含どく罪６らうちう

た︒謹碍癖謡峨ごともないおりから︑事好む致しかた︑身分

瀧にも僻哉しからぬ︒不届千寓の了簡︑気の毒に恩ふ︒老中

とのほう上る藍をしわけろうＪ１ぐにもと
へは此方から宜しく申諜いたしおけば早掩国元へまかりか

ぎぎフあきわたあきはいけんなにこＬち

へれ﹂

と偽造して安蕊に渡す︒安蕊は舜見して︑何心地がしたであ

おきのかみたむらうきょうのすげさくくわんぶん弧んぐわついへし

型など畔ても

隠岐守とは︑田村右京亮のことで昨寛文十年十二月家を嗣

らう︒御返事申しようもなく︑其ま上さし控えて居ると︑細

︵つ野で︑︶

いかにも推迭の話らしいから︑採らぬが序に記しておく︒

いつざう惟なしとついでしる

綱宗しかも隠居の身で︑蹄固を命ずる底どと云ふこと如何︒

つな評︾ねいんきよみきとくめいいいか鷺

ふ︒されど︑たとへ家来とは云へ︑幕府の命で上府した者を

げらいいぼぐふめいじゃうふもの

塗
し
げでつ
な再む
ねをふ
たっ﹂
上
ど
と
申を
上さ
せあ
たの
綱宗
び書
つく
てし
蝿へ
らな
れた
等い
と云

りました﹂

しかふみくだ弓ら悪んたてまつうけえんいんつかまつ
﹁お叱りの文下されて︑お怨みに存じ奉り︑お受延引仕

る︒安葵は

あき

宗は返事のないを不審に思はれ︑別の人を以てとひ合せられ

むいへんじふしん鞄６ぺつひと６つおば

油へんじまをそのひかみつな

子謡燕に謡って捷誇蕃趣に盛じ寵らは鈍の谷に蕊げたので
ある︒

一二の書には綱宗公︑安雲此度の一俵を深く憐ばれ︑害を

い元にし上つなむ虹こうあきこのたびいち評ふか上るとし上
た逮

賜はって

此度遥糞まかり壷つた蛾︑総琴に蝿ふ︑曙鍵霊ためを存じ

このたびはる入︑をん

こぅぎごんじゃうかくど上し弓げた匙上ろこびこの熱魁ぽんたん上ろ

公儀へ言上の畳悟の由︑承は２Ｌ喜悦此ことに思ふ︒菖端宜

だのい症にと毛空のはうり弓んあひなやぅこれとかぬが

いの

しく頼み入る︑何卒其方利運相成る様之のみ希ひをる﹂
との意を陳べた︒

ところそのふみわたかひ諾と弓とつだげんぱ
所が其文を渡されたのが︲甲斐の弟津田玄恭であったので

かひつ

あき
う少
ず輔
けに
わ渡
たし た ︑ み れ ば 際 が 蕊 醜 で あ る か
安
謹わ
へた
はか
渡や
さフ
ずぷ丘ぜ蔀
ら︑加筆し︑

胴
の

御

旗
75

野田翠雨謹述

細瀧旭の御旗㈲
○

ぼく６んはうみやどじしんごしきあそ

ぞ

響−んごくじだいぜんとうみ

ぐ

しききうふる

んぜん低くいんぜんり共うにつし上うきたかあ

疎剛に琴た逓符郷一職瞬森羅瞬燕呼椎峰︶も︑唾〃鋪蝿曝撫延

げられたので︑系隊一時に寓歳の蕊が通り寵した︒

報んたいじぽん管いこえ一．こ

と︑仰壮られ主したが︑其のうちに完全に北門を占領節上日章旗が高く禍

泌吐

﹃オ︑勇ましいととぢや︑さながら戦剛時代の戦闘でも見るやうぢやの︒﹄

いご

戦でありましたが︑北門の方は宮が御自身御指抑遊ばすこととて士気一屑奮
ましら
へいしたけはしごつくかぎぐわいくわくか
ひ︑二三の兵士は竹の梯子を造って嘉義の外廓に架けて︑スルノく︑と猿の
どとの縦
つ壁すうへいしとき
おれ油と．は姥のぽ
如くに登ったので︑綾いて数百の兵士は関馨をつくって︑我劣らじと馳登る
ぐわうけいみやごぢん
蹄んかば北たた
光景と︑宮は御麓になって︑御凱に笑みを湛へさせられて︑

牲ん

前衛は砲兵で北門の西方︑敵の砲兵陣地を攻撃し︑各方面とも可成りの激

理んえいぼうへい吐く隅ん惟いはうできほうへいぢんちこうげきかくはうめんかなげき

し︑午前十一時戦闘は始まりました︒

宕裸．んじ狼んメうぽじ

に着き．左側支隊は同十時頃束門外に至り︑本隊は同じく北門を指して突進

つごぞくしたいどうじごろとう隅んぐわいいた鉦んたい詫嘩吐く１んさとつしん

十月九日︵明治二十八年︶は一天晴れ渡って秋らしく︑暑さも痕退いたの
みやますＪ１ごげんきまいごフタークばつた瞳ごぜんじ蕊んかぎぼく仏ん
で︑宮は益為御元素に昧茨打狗を護せさ遼給ひ︑午前八時三十分嘉義の北門
ぞわいふ芦んいたすながしたいご淫んじぷん漁江かぎをい§んぞわいち
外附近に至り︑須永支隊は午前十時三十分︑同じく嘉義の西門外七百米の地

ぐわつかあいぢ城ん迫んはわたあきあつ・やＬしり奄

小

−

津の瞳たちま迭い過ん沓ふり上ううそくし増いまた江ん§ん造もりう５

架して登り︑忽ち西門を占領し︑右側支隊も亦南門を占領し

憩い一やうたい吾舎胆うたいさかゐしⅣすえび念牡へいだいれんたいきぺい

芯瞬．睡舞謡一権瞬︑垂舞趣瞬︲蕊羅維池の一謡．報諦躍ぴ

第一中隊を左縦隊とし︑阪井重季の率ゐる歩兵第四聯隊騎兵

くわくべきうへす﹂とう汎ん荘か渦んぐ助い︽ごかいしたいき上うり上く

て︑廓壁の上を進んで東門に向ひ︑門外の阪井支隊と協力

一確蹴︑愁舞職隣︑報諦躍認計一雄焼︑垂舞一催瞬︑群一躍び

たい震くわんぼうたい詮んたい

して苓鍔零畔五識謎埜睡華賊を球蹴じ︑蕊蕊蝉臨腫塞砥して

第二機開砲隊を本隊とせられました︒

かぎまつたぜふりよう

○

ぷしやうすでさだみやめうにちか言丘つ

に君

嘉義は全く占領せられました︒
○
みやだい︾ほＵん江和はうろえいちたたま狸んぐんしき

じゆんぴた全

部署既に定まって︑宮は明日嘉義を渡せさせられ︑一日も

ところしたばくたいが

ほかなんぴこうみと

たが︑街に狩りて鑑に締謹燕婦雛謹獣諦鐸樗椎謹認識したる

はやたいわんぜんとうへいてい

早く嘉湾全島を平定せねばならぬと︑準備をせさせ給ひまし

みんかか

宮は大甫林南方の露誉地に立たせ給ひ︑全軍を指揮せられ

亡きじやうきたまご置じ

さん瞳︒︑ちやうだいじゆかげあんない

ましたが︑参謀長は大樹の蔭に案内しまつり︑民家より借り

きたいす

来つた椅子によらせられて敵欣を蕊かせ給ひ︑午後一時三十

虚にては︑舌の白苔を被むれるの外︑何の徴候の認むくきも

とたＬかいてきししやこせかきん

たんぶし上うさだしんばつけつうへ

普通ならば病床に安静療養せさせらるべきであります

ふつうぴやうしやうあんせいれうやう

そしやうじやうみ念むらだいわんめいぶつおこりしん

た匿仕へいだい
鑑誇鍔に澱りて︑鐸瞬癖輝鉢鐸せさせられ︑直
ちに歩兵第三

のがないので︑其の症欣から見て木村は嘉湾名物の潅と診

めいたま

れんたいだいだいたい琶くいだい君うたい陀うへいだいだいたい之言つひ庁念

聯除第二大隊︑騎兵第二中隊︑砲兵第一大隊に敵を追撃すべ

断しました︒

生にん

たん

く命じ給ひました︒此の戦に敵の死者は四百を超え︑生檎せ
しもの五百除人でありました︒

が︑一端部署を定めて進溌と決した上は︑これしきのことに
諦は
汚うちよぜんとんしきぐわんけい
て曙曙しては全軍の士気にも開係するからと仰せられて︑十

たいなんこうげき
露は齢や誇琴に畦まらせ繕ひ︑これより墓
南を攻撃すべく

十七日策戦計劃を定め師関命令を蕊せさせ給ひましたが︑其

八嘩竿龍七畔鍾診沈めて誇琴を鍵せさせ職ひ︑雫鐙淳一子

そ

の侭隷に擦ると︑躍嘩舞四鍵嘩は騨漉錘雌より謡謹ぞ識酢

分大茄琴に至ら荏給ふた時︑木村軍溌部長舜診しまつるに︑悪

へすＬだいしだん仕弓ざんす﹄このえしだんろいうじうたい

にちきぐぜんげいくわくさだしだんめいれいばつ定ま

を経て進み︑第二師園は鳳山より進み︑近衛師閣は左右縦隊

舞鵬癖を鐙えさせ織ひ︑鍔蕊趣く︑鴎織︑塞染健嘩︑職確三

みち上

どみやくばくあんげいれうつたましゆくしやあ

塀気甚しく壁には小さき菌をさへ生じて居る其のむさくるし

しつきば江はだかくちい芦んぜうおそ

諦

をなして︑織伊権躍ぴ錘襲に涯圭擁ろ錘澄鐙み︑燕瞬は存総隣

まんだいかたういたたまと毒きむら缶︑んいぶちやうはいしん

の道に由るべく︑韓瞬画鍛は群舞森一嘘瞬︑森一職暁︑時舞

十八度四︑脈揮八十一・安渓寮に着かせ給ひて︑宿舎にと営
しつ
砿へたけ渦んわい諦くた肥みまい
てられた家は竹の門ある楼屋にて︑聾八枚ばかりの一室にて
森一転隣︑確兵一芯瞬︑蹴砕垂舞権瞬︑蕊祷維碓の一報を呑

維聯とし︑雌稚謡搾の華ゐる夢垂識一職瞬︑舞四職離癖舞
り
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江

；まいのここやたこきたういへ

きととは︑馬や豚の小屋のやうでありますが︑他に迩営の家
が無いので︑舞譜鍵ぽ諦禄に錦じて犀を鵬して娠撰腫礎た

わらし↑みや迅いかこつかため

へ︑蕊を敷いて宮を寝させまつりましたが︑如何に団家の篇

かどくらう為そまこと誌そ恥仕

とはいひながら︑斯くまで御苦勢遊ばすのは霊に恐れ多い

でらんみなＪ１しんぽいかきどくや基

みは
や此
この
て膿
い
と︑一躍癖睡誕脆の擁を磯さぬ識はありませぬ︒宮

を御覧になり︑皆荏に心配を掛けるは気の毒だといふ優しき

みとＬろそ上くつうしのた家あんみんさま上そたま

い
き言そ角Ｂ赤としっかり
﹃伊崎︑其方もやられたか︑菜を落さずに確固してくれよ︒

高の知れた嘉濁の征伐に︑此のやうに多くの我が軍兵を病に

たかしたいわんせいばつこ詑低わぐんぺいやまひ

と︑慰め給ひましたので︑俳嬬は琴繰にて唖も排け歩︑唯

雁らせては残念ぢや︑確固噸むぞよ・﹄

かＬざん煙んしつかりたの

なぐ害たまた淫

たいわんししゆて宮りうえいふくなだかげうしやう

頭を前へガクリノ︑と動かして︑御鯉を申上げました︺

かうくまへうご静んれいまぞじあ

嘉漣を死守した敵の劉永幅は︑名高い暁将でありましたが
わ方うゆうぐんたいとうていて言がたわぐんこうげき蓉
我が忠勇なる軍隊には到底敵し難く︑我が軍の攻撃と聞いて︑

たい味やく上うゐえい挫んさうやとそさう版うの

退去の用意をなし︑英船二隻を雁ひ︑其の一隻タリス暁に乗

とんじんつ垣いじつ影んいたかぎ

御心より︑其の夜は苦痛を忍び給ひて安眠の肢を装ぽはせ給

ふなど︑軍人の常とは言ひながら︑責に御傷はしき限りであ

って︑男女千除人を二隻に分ち乗せて嘉南を出奔しました

めんぬの詫吐

鰐淵四十度一︑脈百零一至︑御疲勢益灸加は〃︑お櫛きの人

たい罪んどみやくれいしとひらうます︐︑はくつひと

午前七時総裡を立たせられ︑夕刻大目隆に着かぜ給ふた時は

ご悪んじわんりたゆうこぐだい凶くりうつたまとき

日を遮ぎるやうに遼り︑これに載せまつりて土人に界かせ︑

敷き︑毛布を展・へ︑上に竹を架して浅黄色の木綿布を覆うて

ひ弓えのどじんかつ

しⅥうふのうへたけかあさきいろ

歩︑竹四本を結びて長方形になし︑これに癖確を婚り︑蕊を

たけ仕んむす七やうばうけいわら

は著しく疲れさぜ給ひ︑輪にさへ載せまゐらすることも出来

いちじろやつたまかごのでき

せられましたが︑鵠温三十九度八︑脈九十二至︒二十一日に

たいおんどみやくしにち

二十日︑宮は午後四時牛輝裡に至らせ給ひ民家に宿舎せさ

みやごごじはんわんりいたたまみんかしゆくしや

を溌見することが出来なかったのは遺憾でありました︒

ばつけんでき︲いかん

者刀と提げて船内を捜索しましたが︑劉の石炭庫に潜匿する

が︑其の時我が軍蹄は夕リス銃を臨捻をしてや木村信といふ
６のかたな吾惟ん江いさう己りう怪きたんこせんとく

そときわやんかんがうりんけゐ含むらしん

だんぢよエにんさうわかのたいなんしゆつ窪ん

ります︒

○

十九龍︑潜誌維瞬躍雑瞬嬢津吾輝鍔に殊鐸呼津は罪裁鍵

れう含む駐はいしんたい蹄んどみやく

寮にゐますを木村舜診しまつるに︑鵠温三十八度一︑脈八十
ひ
こしひくだ
みると
垂︑識誹織議溶登岬はり︑
牌す
の少
肥い
大せ
を認めまし

た︒

かとのしんぱつ

竿繊ハ呼畔で渉たせ綴ふ嘩は︑織醸に乗らせ擁ふ締趨鋳無
く︑輪に載せまいらせて進溌しましたが︑眠の畦煙瞬霊錘に
でんばん九はむらかけあき吾かゐしげしえらか﹂弓まの
博播して︑川村景明︑阪井重季等もこれに確りて馬に乗るこ
で きみ江かこのゆほ︵いたいれんたい君やういざきれう
とが出 来ず皆輔に乗って往きました．歩兵第三聯隊長伊崎良

みやみそ江はどじしん

畔も蕊涛みて犠婚に霜りて謹むのを︑宮は看行して御自身の
ぴやうぐわすおんこえ

病苦をも忘れて御聾をかけさせられ︑
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上︑ひにやうしふつういた

堂は非常に心痛致しました︒
．︑にちりうえいふくしゆつばん上なんらていこうぜもぐふたい

二十二日︑劉永幅の出奔に依りて︑何等の抵抗をく釜車嘉
なんにふじや７みやじゃ５ないみんおくい・一︑．・や児小まず

占︑勅６たまひとん＼かうたいごかんぴや弓蜜をしあ進つゅかくわいしゃぜつ

南に入妓し︑宮も城内の一民屋に入らせ麦したが．御病は益

壷亜ら唾給ひ人為交代して御看病中上げ︑一切面禽を謝絶し

静轟蕊障青き︑砕予避術岬醗評伸諦陰雀革鋳ず麺

こさ今為やりぐやゐたいしゃうにんきぐくわぐぴ斗壷ざりしょう

雌して繊維蓉癖かしめ︑識〆瞬の確鱗娃擁きぷらせ室つり

彩窪けられ恥三鑑に鍵して銭鍛難誕淳一蝿はりました︒

藍した︒是れより先宮は陸軍大将に任ぜられ︑菊花頚飾章

かかんこく弓うあい

感嘩蛙︲礎七呼十械密を鍵し︑津権蒋五酢峨僻を畔だされ︑

蕊蘇に癖鍔隷雌溶癖出せらる上とと三日間︑園葬淀命ぜら

した老くくわんぎしゆとうにんそ

さいしゆたい

ぐわんどき上ぼらいほうしどんだいけふぜいひらた削りたぬ廷君く−ぬん一﹂うし害一つや弓墜司すか

社教管長千家尊愛︑副踊主大赦正千家尊弘︑地銀祭並に出

しやげふくわんちゃうせんけそんあいふくさいしゆだいけふ世い池んけそんこうぢしん呑いならびしゆつ

れ︑誠儀事務所は衆議院議掻官舎をもて充てらる︒粛主は大

きうぎじむしよしうまあんぎちや弓くわんしやあ

菖里小路正秀命ぜられ︑下に馬官︑技手等二十人を添へら

までのとうじまき登Ｌめい

だいじんかし上くわんさいルーうとうたあう江いかくし上煮くわんたぐちかんざうしなぷくわもけんし手︽うてん

たぐみのかみつＬみまき上しないかぐし上↑︵くわ姑た噌しきぷぐわんきどたかま一壱くない

れ︑葬儀係には係長式部長三宮義胤に仰付けられ︑係には

さうぎ献陥りかＬりちやうしぎぷ馬上うみや上したい猫吐睦つかＬり

内匠頭埠正請︑内閉書記官多川好問︑式部官木戸孝正︑宮内

ひたすらこれうやうあぞかひにちご窪んじ
て︑只管に御療養遊ばした甲斐もなく︑二十八日︑午前三時
ぷんみやくふをい↑・しじたい諦んどみやく

三十分脈不正にして百三十五至︑五時鰐温三十九度六︑脈
しげつれいれいかん江がたまじん
しこなう
百三十六至︑呼吸四十五︒四肢脈冷して冷汗を流させ給ひ人
じふぜい北乞いりうのうひかちうしやしゆかんちやう
事不省に陥り︑龍脳の皮下注射︑ロニャック酒の瀧腸をなし

大臣秘書官癖藤桃太郎諺内閣書記官田口乾三︑式部官粂掌典

じふんやまひ為らたまいくぱこう

まゐらせましたが︑七時十五分︑病革りて幾くならぬに発

走まなんと６まをしあかな摩わ

せさせ給ひましたのは︑何共申上げやうもなき哀しき極みで

おんとしさい

あります︒御年は四十九歳であらせられました︺
葛だな調しんのうかばやまずげのりたかしまと低のすけのぎ塗れすけし巽し客フた営

貞愛親王︑樺山費紀︑高島鞘之助︑乃木希典の諸蒋は直ち

粕後清誠奉仕椛大教正平田盛胤︑貴族院の弔詞は議長蜂須賀

ひ§ばつ

に穂りて織雌抄探避輝に鍔げまゐらせ︑秘して喪を蕊せ赤︒

茂詔雛らし蕊り︑潅瞬蒜誌に誇溌と鍵萎れ嘩唾鍵砿に薬味れま

せられ︑宮の耐殿は麹町紀尾井町の北白川官邸の東南隅に立

みやしやでんとうじまち空缶幸一ゐ君やうきたしらかぱみや亡いとうなんとうた

の計鍛蕊に華僻師嘩建鱈騨芯統惹誹輝確毒霧能久織塞識と罪

仁わつかとしま蹄か勲んはかなたかじゃうしやくい上

崇梼唾嬢誌呼織三鵬・衆愁畦嬢雌識塞目評詩︑縦爽を野へまゐ

した︒十一月四日︑豊島岡の御暮成り︑高さ一丈六尺の伊諜

ひつぎしめ江ははにちご琴んじほ︿い

らせ︑御枢には注連鮒を張り︑二十九日︑午前六時︑歩兵

少佐佐本毒人の率ゐる一行護衛しまゐらせて︑嘉南を震

せるささりと上しんどかきか弓ごえいたいなんばつ

へうめんみやごぴやうきこきこぐ逢う︒あん・へいさいきやうまる

てられ︑聴澄一千一聴一砿樗は︑締錘砕を露の蛭鱈出さ廿織

し︑表面には宮御病莱の蔦め御臓風と稲し︑安平にて西京丸

んつか
上艦
し吉の
まを§
にの
乗と
をま
りん
︑軍
野こ
之れ
護り︑十一砿吋犀︑職︑碇舞

ひし琴趣の癖厩に建て︑三十三年九月八日︑豪北郷芝蘭一塗

識錘峨に譲難祇涯と壁てて︑露を鍵きまつり︑大国魂命︑

ねばくにたまのみこと

︑んとわつかたい吐くけんしらんいつ牡

かＥういち上くししぢかたひさ魁Ｌ﹄みやすどころ罪んこにんあきひとしんのう

どうひ上りひとしんのうかくでんかはじすうにんおんひつきむか

賀港に入り︑勅使土方久元︑御息所︑御子三人︑彰仁親王︑

同妃︑依仁親王各殿下を始めとし︑数百人御枢を迎えまつり
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診仕みむちのみことすぐ江ひとなのみことはいし
大
巳尊命︑少彦名命を配肥しまつり︑認耀趨繊鱈兆せられ

で念逆んじつはやたいへい琶弓んつく諦仏

孜を
やす
と申
す︑これは家いへ康
にあらざれば忘濡を癖毒し耀嘩の静を輝

い弐一﹂こつかためどぼうこう

こつかた

がくむうゐん窪をを

上てんかいいじゃうえいけつ

うととが出来ぬと存じ︑一日も早く太平の機運を遥らうと忠

とぐかしごたいわんちんぶかみ江がばんにんすうけいいた

園家守護詞墓湾鎮撫の称として︑永く寓人の崇敬致すところ

ふたからであらう︒予にも天海以上の英傑となりて岡家の篇

いとまつかまつ

よ

さいはきむらぐんいぷち響フ趣き途い

あま江が江江しまをしあ

けふき蕊ん土

暇を仕りまする︒﹄

ごぴや５審節ん

ぜうＪ︑はな

ぞんゆえ唾んじつ
た
めヱろ・
鴬にも宜しからざることと存じまする故︑本日はこれにてお

じ上げまする︑飴り長くお話を巾上げましては︑御病気の御

あ

﹃お言葉恐れ入り奉りまするが︑幸ひに木村軍醤部量も赤誠
ふじつご缶んくわいぞん
こご舌れう孜淀しあを
を総めて御治掠申上げ居りますれば︑不日御全快のことと存

ことば菊そいたてまつ

上は死すとも何の憾はないのぢや︒﹄

５へしなんうらみ

予は英傑でもないが︑卯かにても国家の魚に御奉公いたせし

エえいけつ

ほふため毛からつく

であります︒資に明治の日本武尊とも申上ぐべき御功勤を

め︑法の篤力を謡しくれよと論受王院がいつも申し居った︒

．こくみん§ばん江江にと凶ありがた活

じつ・齢いぢやまとたけるのみことまをしあどくんこう

たてさせられ︑図民の模範と篤らせられましたのは何共難有
しだい

き次第であります︒・
・○

宮が嘉南に入らせられた親日のことでありましたが︑

みやたい冠ん．い上ぐじつ＄

だかしまへいのすけし上弓ぐんとふむごぼうこくかたムー流んみまいたごぴやう

高島︵鞭之助︶将軍は︑軍務御報告秀御見舞の篇め御病
しやうちかまゐ・ときみや
床近くへ参った時に︑宮は︑

よきく︑

﹁能う来て呉れたの︒﹄

せうＪ︲︑上るなにぷん

海ぞい

﹃まア宜いノ︑︑今日は気分も好いからもう少盈話せよ︒﹄

﹃少六は為宜しきやう譲響諦達野外蕊俸りましたるが︑何分
あいきふうど上るこ・うへに弓ぷんでれう上う紙が

にも異域風土も宜しからず︑此の上とも充分の御療養を願ひ

リー︑えいふくえいこぐ琶彊んしゆつばんいた

﹃劉永幅は英図の汽船にて出講致したといふが︑局外中立

き上くとわいちうりつ

﹃恐れ入りましてござります︒﹂

と︑もう目には涙が光りおる︐ノー︑聾になりましたので︑

園たる英圃の船は︑如何致して劉永稲の乗船を許せしもの

あ

上げま︑ずる・﹄

﹃溌郁が峨峨してくれて何共鵬の申しやうがない︑然し︑

か︑予の病気に鯛はるとて︑除り多く話してくれぬので︑却

上せういんころう︿の造がぐわうゐんまをさう．し樫し琶

てんだいしうそなんくわうぽうてんかいみだけＬやくずん

ぶつほうさつ．にんけんくわつじんけん

ひだりてのひらあぶらたゆぴあかだとうしんはき

全う上

さやサブ

よ荻やうきさ

じゃう

り子えいふくえいこぐせんちゃうあざむ心はやにぼん

わたし上し土うちつかまつ

あま鯨吐江な

とくえいこぐふいいが増いたりうえいふくじゃうせんゆる

予も少年の頃上野に居って︑畏王院と申す僧から屡次聞いた

上しんぐわい誌もそちそじやう仕うろけと
って予は心外に恩ふ︑其方．其の情報を受取つたかの︒﹄

なんと６れい姫をしか

ととぢやが︑天台の宗組南光坊天海は︑身の丈六尺五寸もあ

﹃左様にござります︑私もまだ能く承知は仕りませぬが︑怖

．めなみだひかＥえ

りて︑俳法には殺人剣︑活人創ありと峰へ︑蕊諦の雌季讃鯵

かへ

というて左の掌に油を湛え指の間へ燈心を挟みてとれに

報に依りますると︑劉永編が英幽の船長を欺き・妓早日本と
こうわなし上うきん・テールあたさうｇぜんや卜ひい
捲和成れりと濡し︑金九千両を典へて二隻の汽船を雇入れ︑
姪を癖じ︑襟雌桑露の鰯に潅を諦確し︑職嘩の僻夢識恋した
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旭
の

御

旗

一ヴム︑溶輝か︑扉唯控適瞬鮭縦が︑謹韓忌手野たる

調
毒琴誇織轄遊鐸︾て識がれましたさうにござります︒定弓め
し
し江ぼんどくしやんはいへんじゃうりくいたぞん
支那本圃の上海遥へでも上陸致しましたことと存じます︒﹄

しなしや７かうの藍ゐいかとＬろえぞん
支那の将校を乗せて参るとは︑如何にも心得ぬことと存じた
かれこまをでき

が︑識恭癖紀擁がれたとあっては彼是れ申すことも出来ぬ

上ぞんなん

たかしまかんぜま乙挫ぱいで江部墨いた

と︑高島は︑感迫りて言葉も出歩︒あまりに長居致しては
ごぴやうき上る

いとま︑がなにと宅ご喪幻くわいいちじつ↑すみや

御病莱に宜しくあるまいと︑

いの

﹃これにてお暇を願ひ麦する︑何卒御全快の一日も辿かなら

んことを所りまする︒﹄

いくたびぱいしやごぜん寒瀧みやてきしやうりうえいふく
幾度か拝謝して御前を退りましたが︑宮には敵将劉求幅を

逸したことを︑深く御残念の御様子に舜せられました︺其の

おつふかござんいんごやう．ブはいそ

上くじつごぴやうききうあ

ず︑拝読を得ずして空しく退去致すやうな次第でありました

の︒﹄

﹃義の騨癖は手輝もまだ能く存じませぬが︑何でもさういふ
したいま諾
次第だと申すことにござります︒﹄
いづりうえいふくひげうど弓にんたいわんいいつゆうしやう
﹃何れにしても劉永幅は卑怯ぢやの︑同人は嘉灘唯一の勇箔

が︑其の後宮を御追憶申上げては︑涙に暮れて居られたと申

をは

りましてと上に謹みて御擢を申上げます︒

る材料を戴きましたことは︑筆者の深く感謝致すところであ

に致しました︒多方面より多大の御同情を賜はり種盈貴重な

が︑あまりに長文なるのもいか野と存じと上で掴筆すること

の御盛徳については記しまゐらせたいととも多くあります

拙稿﹃旭の御旗﹂永らく御愛讃の柴を得ましたが︑また宮

附記

でごみやごつみおくま濫しあ城みだく〃を吹遼

ぱいえつえむなたい害上いたしだい

る土ととになり︑高島搭軍は再びお訪ひ申上げたにも拘はら

たかしまし上うぐんふたたとまをしあかＬ

翌日よりは御描莱急に悪しくなり︑一つ蹄の枠雌鐸紗謎縫せら

と承り居ったから︑墓南の戦闘には︑定めし美事な腕前を示

すことであります︒︵終り︶

江んじまんわれｒ︑に吐んじん

正つ上たのをいつせん

弓けたまわをだいなんせんとうろたみごと弓で主へしめ

すととであらうと賞は予も楽しみにして居ったが︑一戦とも
壁ピわわうぐ心いた含やわいこぐふれじゃうしゆつぼんいた
交へ余して我が皇軍の至るを聞き︑外国の船に乗じて州奔致

さやう魁のぐすりしもつぐんこぐむく

すとは︑何といふことであらう︒自慢ではないが我全日本人

凌をにほんじんいき

には左様な者は薬にいたしたくもないの︑一死以て誤国に報

か脂・晋んくわいかぐそく老んを生し池し

ゆと申すが︑これが日本人の意気ぢやの︑手も罫織の鴎鎧癖
かはむらいざきさかい飽なぴやうきかＬぞ上し

に確りて︑全快は畳束なしと存じ居るが︑予の死は惜くもな

かれらたすこつかいう上うじん系つ

いが︑川村も伊崎も阪井も同じ病気に確り居る由ぢやが︑ど
うしな

うか彼等は助けてやりたいものぢや︑国家有用の人物をむざ
ろ笹．がたことば

／︑喪ひたくはないの︒﹄
﹃難有きお言葉にござります︒﹄

集 想 感 員 徴
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｜倉員感想集一

笑顔
米田静動
夏休の一日︑私ば芳賀矢一先生
の﹁剛民性十論﹂韮調みかへして
見た︒その中に次の様な一節があ
ず︒Ｏ

気候は温和である︒山川は秀麗
である︐花紅葉四季折奄の風景
は誠にうつくしい︒かういふ図

︑︑︑︑︑

土の住民が現生活に執満するの

４０

ニコノ＼とした笑顔︑それば現

ＬＬ
・ ０ ． １ １︐
ト．
ーＩ
ｌ証ＤＩＩ卜町ト●ｌ０１ｒｂＩｌｂＩ０ＩⅡＩＩ０ｉｌⅡ︲︲馬Ｌ・・Ｆ１ｌｑＰ１０ｌＩｌ

悲愁戒する壁が取去られてｂ始め

肩のこりをとりｂお互にお互ひ

ふ︒此雨掻共鳴き鴎に鈴を含む走

﹁リーンリン﹂と鳴く塁怨鈴墨と云

チロリン﹂と鳴く塁悲松錘と云ひ

昨今の小畢校の教科書に﹁チン

１１ｔ

て自己鵡他の︑他走自己の中に生

以て共に鈴塁と云ふも可ならん︒

ろ

文化の進むにつれ︑世の中は日

かすゆとりが出来ろ︒お互か他を

然れども其歌詞の異なる走以て其

れろ︒

一口と油断も隙もならぬやうに芯

の協力も一致と生れる︒協力一致

抱擁し得るゆとりを得てこそ︑貢

代人から次第に失ばれて行きつつ

って行く︒どうしてそこに笑があ

名潅異にす︑而して小畢校の教科

︑可〆○

あるものではなからうか︒

らうか︒笑顔をもつ儀地があら

が喋々するまでもない︒

が今のｎ本に大切な事は間より私

書に載らざる以前は﹁チンチロリ

我々にはお互に苦しい中にもお

の教科書に願はろＬや人皆﹁チン

科書の通り皆﹁チンチロリン﹂走

耐忍力の必要走見ざるに脚り︑教

而して錨の名延改め呼ぶくらいは

之れ韮守らざるもの多き走見るｂ

も︑耐忍力の乏しき者多きか故に

書に悪走戒め善起動むろ語ありて

抑も人の性は善なりと錐︑教科

ー﹂蕗鈴遜と呼びたるも︑小畢校

々は夫々に理窟を並ぺ︑叉祁唯に

やかさ韮用意し︑修養し︑自他融

のづから現はるＬ心からなるにこ

教育の程度が高まるにつれ︑人

うものならｎ揚足とられてひどい

合の世界走作り上げたいと念ずろ

筆が立つ︒一つ下手な事でも言は
目に斑ふ︒従って人々はむきにな

ものである式昭和七︑九ｂ三︺

チロリン﹂を松塁と呼ぶ︒

ってしまふ︒どうしてそこに笑顔

へて行く︒逼迫して行く︒どうし

態もつ除地があらう︒

てそこに笑甑の蝕地があらう︒

小畢校の教科
書にある松鑑
鈴姦の話

過る八月中建国いろはかろた

其鳴き難の夫れ小鈴を振るか如

松塁と呼ぷに至る・

がなければ生れない︒ニコー︑と

原稿募集に唯募せんとして恩 り渡る所にして芝薄等の青草の生

舜意生
弧ひて作ろ笑顔にも︑おのづから

ひ浮み放ることあり此話韮綴

ひたる原野に住む小錨にして︑﹁リ

き﹁チ﹀︾チロリン﹂は︑日光の照

心のゆとり韮生じ︑肩のこりがと一

なれた言葉である︒笑ひはゆとり

然乍ら﹁笑門雨来﹂ば我々に耳

×

世の中は次第にぜちからさた加

︑︑︑︑︑︑︑︑

×

深く考へさせられた︒

て居られ犬お姿と恩ひ合せ．私は

芳賀先生かいつもニコノ︑とし

雛者︶

笑はすには居られない︒︵悶鮎

ぺて笑ってゐる中に住民が渦り

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
的に我等の前に紙伐るものばす
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

ば自然である︒四園の風光客狸

I
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ったこともあった︒泣くのがやん

ともあり噂知らず知らず眠って了

今日を患ふと︑果してこれがよい

かく守り得た昔︑強の行はれない

か悪いか考へさせられるものがあ

●時代に脚り礎更して其名確定せず

だ化物は大概恐しさのある化物で

来りたろ如く或書に見えたり︒我

あって︑それは決って子供に苦し

Ｉシリシ﹂に比すれば陽性なり︑

なりと︑即ち松韻﹁リーンリーン

すに至れば自然其虚に住まさるな 等億ふ松韻に似たろもの之れ松塁

められて死んだ親達の︑或は姑に

松杉の苗木走植ゑ成木して蔭奄成

ー﹂罫あるものなり︒

が如し︲我等八歳より十三歳迄他

ヤ﹂と呼夢・其鳴くや︑轡を鳴らす

里の子供等之れ進﹁ガジヤガジ

附記す︑轡塁と云ふものありＪ

はなく︑日常武現の問題として何

である︒そして其等が唯の昔噺で

れるといた道行きのお噺的なもの

苦勢させられた嫁の死或ば不虚の

と或は少さくなり或は愛ってば来

物の出る話或は︑悪人の苦しめら 幼年より大人になるに随って段々

悪薫に殺されたとか云ふ人々の化

哨夢とは何かｂそれは即ち有限

るかも知れないが︑決して失せな

は死あるのみである︒夢の世界は

れば江らない︒夢の全く消える時

一燈人間は夢といふものがなけ

手ｃｃ

幼年時代は松塁と云ふものなく︑

り︒此過は松に繰因なし︑我等の

﹁リーンリン﹂と鳴くものを鈴塁と

悲知る︑其後今の洋鞍走買ふじ洋

出の際和鞍に乗り穴ろル以て和轡

今の教科書の鈴塁なるものは

チロリン﹂が鈴塁なり︒

皆之を鈴湿と呼び衣り即ち﹁チン

云ふ・然りと錐該﹁リーンリン﹂

安偶の洋轡は何の癖もなし︑全然

るものは其考又異なるなからん哉

の と の 感 念 を 不 知 と 養 成 さ せ ら れ がなくなったとき︑どうして生き

た︒それ竿は悪い事は出来ないも

つて︑賓際の事と心から信じて居 り ︑ 叉 現 在 に 封 し て 未 来 へ の 理 想

の世界に虚しての無限の信頼であ

一音なきものなり︵駄文之れ韮綴る

い殺風景な人生である︒江からこ

であるより外何物も信じ得られな

そ造も亦行ばれないのであらう

れ・所が今日は我山間でも狸も狐

一刻帽極噸率砂利鉦唾や唖瀞涯牛誠

は所謂夢は消えて現賞ばかりにな

×××

いことを慨き衣い・

子 供 も な く な っ て 了 つ れ ︒ 今 の 人 か︑科畢寓能ば人間走善導し得な

︑︑

消え︑話す親もなくなり．信ずる

︑

も居なくなると共に︑化物の話も

の化物の話も自然も信じさせられ が擁めて乏しいのである︒只理窟

られよう︒所が今の人間Ｆは之れ

であり希望である︒人間ｒ一此の夢

昭和七年九月初旬︶

化物
物の話を聞かされたものである︒

私等が山間に育った頃はよく化

山家生

丈もの江︒狸等が大分居って其等

鞍は其形走異にす︑和轡を知らざ 虚々々にあったといふ話で︑もあ

は松林或は繁茂せろ叢中に住み︑

涼風の大松樹の枝間走吹き過ぎる
く︑而して﹁チンチロリン﹂に異な

夜其樹下に立ちて松韻を聴くが如
り隆起好みて住む陰性の墨なり︒

マ烏﹂の鈴とか︑或は﹁カナリヤ﹂の

或小烏を好みて飼ふ鳥類中にコー
鈴とか︑其蝿肇に鈴の一音を含くむ

ものあり︐所謂﹁リーンリン﹂は
松韻に含む鈴の一昔を有するものに

と稲する所の鈴銀の一純なりと恩

して︑該﹁リーンリン﹂こそ松塁

あき坐ながら︑泣くの韮やめたこ

ふ︒該錘の名稲は時代に因りて松 或 夜 は 母 の 膝 に ｂ 種 々 の 化 物 の 話
塁を鈴塁︑鈴塁走松塁と呼びて︑

１二

捌雛詩

○害威再寄圃民屈軒小林篤助爵玉
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
明治天皇容且聖︒王政復古大業新︒紹述旭訓
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
賜憲法︒圃威一朝内外伸︒公黛推移生朋黛︒
○○○○○○ＯＯＯＯ○○○○︑︑︑︑
議政壇上凱舞倫．請看寓機公論勅︒上代有範
︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑
見精刺︒聞説主上悩叡庵︒朝野畳醒登無人︒
○○○○○○○
期待忠良如雲起︒皇風欲迎草伏春︒

評日信手拍来︒愈出愈妙︒逸民之高風可以仰見︒

蝉謹喧︒聖代逸民多噺擁．消挨不答邦家恩︒

流泉迭響浮潜一電身似枯瀧忘塵念︒書書三昧

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
青楓緑栴高於門︒森森鱒欝簾惟昏︒汗抑四肢
︑︑︑○○○○○○○○○○○○○Ｏ
無炎熱．風生雨腕涼心魂︒静坐不倦綴細峡︒
Ｏ○○ＯＯ○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○緑陰錆夏桂水幡野弘毅圃梨

林

評日祇之所謂政難家︒宜一讃猛省改宿弊⑪而致忠誠︑
偽忠良臣也︒

Ｏ寄松生某在濁逸画伯府

石川文荘選

定懐家︒燭圃森林月︒伯都文化花︒如今惇信

露香蓮井知城足江
︑︑︑︑︑︑︑︲︑︑︑ＯＯ○○○○Ｏ
遠渡波涛去︒槻風乗物華︒天涯長嬬客︒夢裡
○００○○○○○○○ＯＯＯ︑︑︑︑

息︒讃去興迩加︒

︑︑︑︑︑︑

４評日︲後聯挿外邦地名而不俗︒所以焼老手︒

○閑居言志三省尾淫幸治郎黒玉

︑︑︑︑︑︑︑
敦厚篤月俗︒倹勤酬聖恩︒不希参世務︒膳努

閑鼓隠士門︒段響何叉

︑︑︑○○○○○○○○○Ｏ

０○○○○
管︒古道箇中存︒

霧田園．時訪山僧室

評日句亦淳撲︒可以見吾兄人品之高︒

○中秋無月愛山寺本省三郎︵千葉

︑︑︑︑

雷雨過来不得晴︒掲簾仰望月光明︒ 門前寂寛

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

無詩友︒只見野花開玉英︒

詐日三四恨無好明月之意更切︒

幻

詩

林
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詩

林

＆

︑︑︑︑

○偶成緊洋烏次梁︵茨城
惚吾僻邑一貧生︒欲篤邦家致至誠︒雨讃晴耕
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
唯守分︒胸中何必競虚築︒・
評日其人浮撲︶無名利念︒却可嘉也︒

○秋夜下刀根川耕雲内田鼎︵茨城
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一望無山北総州︒鴬花雪白浦川秋︒蓬窓不掩

月明夜︒故識金波下急流︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日奇箪篤奇景︒使誼者爽快︒

︑︑︑︑

○耐山梨教育倉館建築落成
松堂中津麗水︵甲斐

聾如湧︒斯道従今盆入冥︒

輪奥功成含館新︒鎚然宏潔絶繊塵︒衆賓歌頒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日山梨螺︒近年教化験毎︒口致隆盛︒宜実含館亦有
輪英美如斯︶

○卒泉聴松小池三男吉尉潟
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０ＯＯＯ
遺跡難尋鋤作田︒老翁猶説古平泉︒秋風斜日
○○○○○○○○○○
漬桑感︒花落花開七百年︒

○義経館跡同人

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
束稲山高費碧是︒長川一帯浪識銀．依然七百
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

年前月︒空想営年幽賞人︒

︑︑︑︑

○金色堂同人

評日首々不宙叙其景縮妙︒嵩感概更深︒

老樹参天幽裡長．石壇経雨維苔香︒藤家三世
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

豪薯跡︒唯剰営年金色堂︒

○聞満洲園承認

届舟杉江孝春侭賀

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
群雲譲謎満洲室︒須識自今王道隆︒旭日添光
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日王蓮皇風四字︒自侭反映︒

和気動︒三千寓衆仰皇風︒

閑中濁吟金石河野金捕︵墓黒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
閑裡生忙頭未硫︒静中機動侭看書．秋来騒客
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

多高興︒杖履吟行喜有鉄︒

評日僕亦聞裡生忙︒今讃此作︒不堪同感︒
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1
1

ひと棟舟戻しけり

かしうゑたる木犀のさく

ふくかぜのかをりの本をたづぬればむ

佳作武州林春英

雪間よりあらはれ出でて松に入る月に

人清水大瀧繁蔵

した

く見せて居ていＬお作と舜見致しま

扱く止めて夜は静かなり
評後代にのこすべき作として時代をよ

Ｘイッチを切れば激しきモートルの稽

地下細：矢塀香峰

ふ様な時代に早くしれいと思ひます

評誰れでもがかうし求心持韮掌重しあ

ふ車事もなくすぐ

重荷つみ路せばけれど譲り合ひゆきか

天東京寒淫楽天

ＦＩ

三浦直正選

'

,」

茨城岡田要

茨城烏次桑

北嵐今朝晴れ砲れぱ浅川嶺も心もみす
て茶をくみにけり

まゆ喪て戻る舟路の夕凪に虫しきり鳴
く星月夜かな

山口矢田部典市
えゆく代に生れあふ身は．

もろともに手をたづさへて長らへむ柴

千葉安見著史

虫の一斉のともらふ部屋にまだ見えぬ人

を待ち柁ぴ猫とたわむる

禰島演名博綱

まちまちし望の夜あはれ雨とたりて庭

滋賀久保菅一堂

ぺの虫も淋しくぞなく

草花のさかる秋野に脈はしく募る上を
知らで遊ぶ子らかな

千葉伊庭弘道

小夜ふけて訪ふ人も友きひとつ家の妻
戸に誰れをまつ虫の凌ぐ

幅島高久北斗

常青く銃どき葉先き弧き幹の松はか弱

きわが前にたつ

千葉山遥鱗三

ほと︐Ｉ︑とおつるかけひの水の一昔秋の

夜長をうちなげくごと

大阪宗像公男

友達のた砲きねむりとさとりてか鼻の

下総山口則之

あなへと煙草ふきこむ

ゑみしらを討つべき剣なげうちてよき

甲斐中深寵水

霊をゑがく譲匠草雲

亡き親の書き遣されし墨の色今も愛ら

幅島湯田久喜

で高き香ぞする︲

下総蕨剛香風

月かげに老ひもわかきもうちつれてと
よとしをとりにぎはしきかな

下総藤田一八

自惇車をとばしてゆけば虞白にもかん
瓢干しし村にきにけり

静岡五十嵐直喜

頭痛して家にかへれぱをさな子の見る
より早く側にはひよる

・選者

新聞に見るよりも底ぼあはれなりあれ
にあれゆく小山凪の里︒

引きとむるひまも有らなく里川の岸に
はひよる乳児は落ちにけり

一
一

8＄

俳
極

蕊俳壇↓張板の紅絹乾きけ鍋釧佳香弾４賃に飛び来る織鳳釧萱堂

旭束子選帳鋤蛇雌霊恥睦鋪岬催樺庵風落ちし日に賃の散りぬ鳳仙花

東京振衣
山梨桂水潮しぶき吹き来る庭や鳳仙花茨城築・洋

◇鳳仙花千葉蒼堂鳳仙花磨き水白く乾きけり

鳳仙花鶏舎のまはりに嘆きにけり釣屑吹き寄る垣や鳳仙花︵新築︶草噛んで猫のくさめや鳳仙花

赤崎蛤群れ来し庭や鳳仙花禰島木兎◇落水

千葉一如よべの風にしたＡか散りぬ鳳仙花幅島甫水

よくの風に倒れしま上の鳳仙花鳳仙花資はぢけゐし仲間かな糟の穂のさわめく宵や落し水

長野知足門川に映りて揺る上鳳仙花雑魚掬ふ子等叱りつ上水落す

飛び立ちてはまた来る蝶や鳳仙花・千葉香峰山梨阿羅夫

新らしき卒都婆の墓や鳳仙花静岡美野留落し水棚田ノ︑を流れけり

資のはぢく音して風の鳳仙花鶏の羽ばたく吾や鳳仙花茨城一誠

栃木無町畦鳳仙花露をはらへぱ賞の散りぬ山口松風

飼兎跳ね出でにけり鳳仙花山口・松風落し水溢れ来て畔を崩しけり

雁来紅に交りて咲きぬ鳳仙花杖ふれば弾き飛ぶ賞や鳳仙花埼玉ゞ佳香

登校の鬼等に折られし鳳仙花茨城一誠落し水吾を聞きつ上夜業かな

．茨城束風山梨阿羅夫落し水草にせかれて溢れけり
庭土に健かにあり鳳仙花子等立てし雀の墓や鳳仙花 千葉↑蒼堂

山梨松堂雨後の日に土の香ありぬ鳳仙花同香峰

停車場の苑に廉りぬ鳳仙花幅島甫水落し水ひ壁きて暮れし山田かな

f
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兎炭焼の煙りを包む狭霧かな

山梨凸凹

霧深くつ入むあたりは御陵かな・

行軍の人馬の言や霧深し

栃木無町畦

古戦場霧深き中の一碑かな

ゞ茨城ゆたか．

茨城築洋

街の灯のおぼろとなりて霧深し

◇秀逸

千葉・香峰

書地震に揺る上地面や鳳仙花

東京振衣

幅島甫水

茨城東風

・茨城一誠

家の灯の見えて田の水落ちにけり

障子貼って明るき部屋を掃きにけり

山梨阿羅夫

山梨桂水

・千葉蒼堂

衣襲ひ来る霧におじつ聖登山か巌

洋霧か上る島はなれゆく小舟かな

山口松風

堂稲田中に灯る小家や霧深し

障子貼る雨・一ト日や秋寒し

風も歩鳴いて狭霧晴れゆく萱野かな

畦山頂の霧仰きつ上上りけり︵筑波山︶

片照りて降り出す雨や鳳仙花

足飛行機の一音ばかりして霧深し

埼玉佳香

如朝霧の中の小家や鶏の謹

滋賀萱・堂

水舟の灯を蕊ひて包む夜ゞ霧かな

静岡清湖

千葉一如

幅島木

堂朝霧や桑摘む娘等の唄ひ居る

月落ちて間にかそけき落し水

滋賀萱

落し水瀬に入る昔の夜更かな

山梨桂
田の溝に流る上青や落し水

千葉一
草株を掘りのけ蒸す川水かな

長野知
野鼠の走る小溝や落し水

栃木無
ふと水の吾をき坐けり落し水

茨城東

落し水落ち合ふ川や橘灯る

山梨松
落し水草稀がして流れけり

束京振
夕映に彩り落つる田水かな

茨城緊

山梨松堂
霧晴れて他に映りぬ山の影

足京都季静

晴れつ上く野に暮色来ぬ落し水

◇霧

長野知

町
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報 蕊 倉 本

一本一含一業−
１１

ロ庚江主事は九月二十一日入江佐倉支曾幹

事と同迩千葉撫嵯に知事を訪問ｂ本含千葉

懸支含聯合含顧問走委喝する所あり︒

口九月二十二日下板橋製作所支曾に於て講

演倉開催・講師として丈堅博士遠藤隆吉氏
出弦さる︒

口九月二十七日午後六時牛より勢務渚輔導

高等畢級開講式を畢行︑東京市よりば藤岡

祇含教育課長稲葉主事及中野湾雄氏出席︑

畢院よりは徳川翠院握︑庚江幹事出席する

口九月二十九日東京府廉内にて府教化圃謹

所あり︒

ロ九月二十日日比谷公曾堂一ト於て中央教化

口本含評議員中催精一郎氏の厳父政恒氏の

聯合竹の函民更生問題の座談含開催ｂ本含

功徳碑は徳川公爵の築額大久保侯餅の撰文

よりは康江主事出席せり︒

江主事出席せり︒

北村西望氏の鐸像にて郡山市開成山に建立

圃韻︑及束京府教化隅鐙主催の下に幽民更

ロ文部省の園民締紳文化研究所設獄唯就き

十月一日除幕式畢行の由︑東京より大久保
侯及令夫人等出席されし由︒

て︑協賛倉員河野省三博士は祁道部主任と
してそれ人︑就任さる・

輔博士ばその愛裁にな系支那陶器の逸品三

口女子部評議員横河下枝子氏の夫君横河民

開きれり︒

月九︑第二日曜日午前より本曾講堂に於て

□久しく休講中江りし女子部修養講座は十

院より貴族員議員に常選さる慶殻︒

ロ本含評議員三上参次博士は今回帝図畢士

江幡講師之起代讃せり︒

六日逝去︑哀悼︑本含長よりは弔酢を送り

口茨城蝶結城町支曾幹事剛剛詞珂珂は九月十

本曾諮議吉田熊次博士は教育部主任とし

生運動の講演念を開催せり︒木曾よりは庶

責を果すこととなれり︒

煩はして書籍選定方悲依頼し本年内に之が．

て永く保存することとし︑諮議中の六氏走

たので︑本曾は之距雨伯功労記念文庫とし

が費用を差引いて猫六百錬岡の残金を生じ

額の御寄附走恭ふしたのであつれが︑其れ

しては︑各位の一方ならぬ御賛同の下に多

口徳川︑松李雨伯僻の功勢感謝含畢行に際

報

せられ僻に銀花瓶を下賜さるろの光莱に浴

百除鮎走帝室博物館に献納されし美畢起嘉

せる由︒

組み経り︒上巻の部は鶏ど其の準備の整ふ

ロ泊翁先生僻は九月中に約半ばの八百頁を

に至れり︒

ロ秋田支含唾幹事繁田慶次氏去月夫人歌子氏

走失はろ︒哀悼︒夫人も熱心な本含々員江

Ⅵ〃卦﹄︒

口西村先生博は愈本年中に出版さるろ譲定

なろ走以て諜約注文走募ろこととなし規定

る︒多年の勢苦により徳界の偉人の全貌躍

書延出版して贋く航布すぺく準備中であ

如として奄巻に溢れ居る本書である︒閏家

て頂き衣い︒これが求め折角曾員諸君の御

証含の求め一冊なりと多くの人々に勝讃し

口顧問松卒伯爵家の家令州州割詞剰爵には突

配慮を煩はしれいのである︒

上の本禽々員なりき︒

然十月六日朝逝去さる哀悼．氏は三十年以

口服部副含長には十月中旬出溌京城大畢の

上出席さる・

校舎落成式に初代の同大畢縄長なりし開係

子氏宅に同氏か訪ひ︑且つ別記の一害走致

リ︒本支含は銭に見る所あり︑支倉長は金

副支曾長宮内克己︑要校長内田稔の雨氏は

秋空浦朗災に好都合なりき︒午前九時十分

含走開催ぜり︒此日夜来の雨跡なく晴れて

閣下走高涜騨に出迎へ︑同十一畔牛閣下走

自動車を駆って講師たる陸軍中将奥平俊蔵

左惇に謂ゆろ大義親を減ずとはこの事な

下か諸ｃ︑役場外一撃枝の鯛めに揮華を願ひ

迎へて蹄着するや︑一先づ役場の一室に閣

あり︑婚呈書左の如し︒

し︑呑花を愛して厚く後事を慰むろところ

営支曾九月例倉は九月二十六日午後七時

らむと世人は器げて感激し貴下の鯛に深

秋田支書報告
より秋田市愛図女醗館に於て開倉︑今未瀧

く同情悲寄せらろろ事まことに悲壮の極

並に本支含は敢て葵距呈し意牢表す希く

哀愁の至りと謂ふぺきなり︒

及聴衆多数参集して今や遅しと待ちつつあ

しば零時三十分なりきじ含場には既に秤員

た案内し︑幹部一同これに従ひ倉場に到り

籾鍵を差上ぐ︒それより癖藤村長ば閣下

■

洲に動員派遼せられし軍需穂積孝平語より
れたり︑それより時節柄愈員相互にも満洲

ぱ地下球堂の謹祁ろに仁者の栗毛以てし

﹁満洲瞥見﹂として座談的に所感を述ぺら
問題に開する意見の開陳あり︑．結局御稜威

韮なしｂ次に支含員按張の件︑凱旋兵士へ

なろ挨拶あり︑諜定の通り倉務及決算報告

りＵ内田支愈長は直ちに開仲を告げ︑簡単

終確の誠を謀さんことを︒

秩父鍛造含証運韓手

日本弘道倉秩父支曾

昭和七年十月七日

を宣揚して同地開溌悲提推すぺしと一致
す︒懇談九時閉曾せり９出席者二十一名な
Ⅵ〃寿﹂︒

閣下紹介されて先登種﹁我建図の精抑と

秩父支曾報告

ある故井上如常翁を出だせる現代秩父町

因に騨谷秩父支命長は別に秩父聖人の穂

通常食走閉ぢ講演含に移れり︒

感謝朕悲贈るの件か曾員に謀り︑之れにて

十月五日埼玉蝶下秩父郡地内を貫通せる

て繭図に冠絶したる高明なる稀祁に茶き︑

満洲問題﹂てふ題下にて︑我閏は紳幽にし

金子英一殿

秩父鍛造線親鼻騨附近の織橋上に起れる一

井上六兵衛氏宅に於て牧獲せる耕粟一袋

・建幽せられしこと韮各方面より例を引き︑

椿事に︑営務の運韓手金子英一氏が執り穴

Ⅵソ︒

悲得て之走金子氏に贈呈する所あり犬

函と難ろぺからざる闇係あることより説き

題に及び︑満洲は我ｎ本の生命線にして我

に異なる所以走州明せられ︑夫より瀧洲問

淳花乎として説き末り説き去り諸外幽と大

十月十七日︵祁嘗祭︶を以て武田謙常高等

行鹿支曾報告

ろ一畢は︑古今を通じて類例甚だ稀なろ悲

牡事変なるがｂそれは︑常時各新聞紙の
報導にて詳かなるが︑本件に封してば遠迩

小畢校に於て．本支含通常総含を乗れ識演

感激と同蹄とを以て金子蓮韓手の義行と心
談として上下塞げて賞揚するところとなれ

事とに醜ゆろもの藍だ多く︑地方の一大美

I

報 ′ 蕊 倉 支
鯛
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支

報 蕊 曾

るとも之を突破通韮するの畳儒を以て閏陛

起し︑若し如何なる難棚前に横はることわ
一致之れに憤る可きものにして︑図際聯盟
もリッ．トン卿の報告も何かあらん︒吾人は

愈々益奄建函の精祁か壷揮し︑赫々衣ろ皇
威恥宣揚し以て祇界の平和の鰯めに釜力む
霊くすこそ大日本図の瞳使命なれと説破し
終りに諸外交も特に満洲問題の解決も皆幽
防の充資にありと結び︑聴衆に大なる感動
悲典へて降境せり︒

併せて報す︑我支愈員中男庭源一郎︑大
叙せられたり︒

川典三郎︑小沼仙松の三氏は今伽従八位ド

次で座談含に移り︑北田魁新聞記者武橋

︒◎
に 驚 く ば か り な り︑き

茄吉氏走中心に︑螺内各農村の震状と封策

ンダ氏よりは本鯛農村状態に就て特に話さ

に開し討議ななし︑列席中の濁逸人ゲマィ

雑りに白川同教含の教諒師より本静讃館

れるところがあつ衣︒

の建設目的の説明があり十時散含せり︒

出席者

和田喜八郎．武橋茄吉︑ゲマインダ︑裡

田蛾之助︑瀧千代治︐黒田吉郎︑填崎大雄

伊藤良三︑武田正七・荻原易治︑繁田被三

郎︑白川友吉︑和田教明︑加賀美秀也︑沼

田卒治︑東山多三郎︑長嶺俊之肋．笹原何

×

文︑菅豊治︑細江省吾︑妹尾馬之助︑他含

×

秋田支奮例曾報告

員数名なりき︒

ｌ散華帖Ｉ

って︑億ｒ一遁慕の情を深めたことであ

本書は本含の熱心なろ含員にして︑
繁田豊岡支含長の次男︑本命秋田支含
幹事慶次氏の夫人歌子氏の死走悼ふく
其の義弟たる繁田武平氏の四男川郎氏
が編輯して︑其の百ヶ日の忌に霊前に
供へたる手向草である︒害中敗むろ所
のものは︑歌子氏の遺稿恥初め︑父母
従ろ繁田氏夫妻︑夫君︑及親族知友の
追憶記咋以てしてゐろ︒歌子氏は三十
歳延以て葉山の別邸に早世されたこと
は哀悼の限りであって︑其の痛ましさ
が本需出版の動機となつ犬ことは勿論
であるが︑それぽかりではなくも歌子
氏が仙稀に見る良妻であり︐よき嫁で
あり︑よき兄弟であり︑よき友であつ
衣ことも見逃すことば出来ない所であ

姑諭の如き︑女史の嫁とし妻・としての

らう︒叉詞藻に鯉かにして書笠走もよ
くする等才媛でもあっ衣︒蓮稿中の亀

ロ

十月十八日午後七時より秋田市度小路カ

として讃へればなるまい︒

泣徳籾韮窺ふに足るものである︒故人
心子の如くされし前博通院貫圭野津俊
問師の題字及故人の朝夕諏されし経文
中より﹁散華﹂の文字か得て害猪とし
犬ろ等々︑数へれば何れもふさわしき
ものである︒而して本書編耐の如き心
淘に故人へ捧ぎろ美はしき心情の菱露

ハ

一 戸 ､ ヘ ヘ ー 一 〜 庫

トリック教含の新誘致静讃館に一開催︑出
席者は含員二十五名︑和田支含長より函館
年間の本洲地岡韮示され︑殊に東北地方の

地方の旅行中︑岡害館より見出したろ費歴
・今昔の愛趨には多大の興味を右せり︒叉農

村問題の一端より佐藤信淵先生の迩著か見
走説破せられ丈ろものありて︑達見たる賀

るに︑其説くところ︑百年前既に今Ⅲある

×

弓
一

、
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個人や階級の利益幸禰でばなく︑陶家

の求めの其等を計ろを主眼とする其虚に大

で

なる祁逢かある︒即ち幽民生活や利益幸禰

は剛家が之を保誘すべしとなし︑土地の鯛

有．産業の公誉等を主張し︑賛本主義に反

封して自由な無制限の競走を非とし︑函家

統制韮主眼とする一派である︒之は要する

に︑個人から閏家への糎念にｎ畳し来れる

へぱ反動と稚するかも知れぬが︑それ液け

祇愈主義であってｂ悲来の祇禽主義から云

陶家的には危険性か捨て去った課である︒

何時の世にも多数幽民の祁祉が政治主眼で

あるとすれば︑今後健全なろ爪称思想の溌

達ば常然なろ遁秘であらう︒此の過度期に

於て此の鯛家雅愈主義の如きは︑徒に碓含

主義といふ韮危険秘することなく︑参考と

して心ある人の諒解し置くぺきものであら

う︒本書は其の大綱心説けるもので︑平易

簡単に何人にも其の趣旨を解するに便せし

︵日本赦雪墨書殿寄贈︶

東洋諸民族の研究全冊

日本証含畢含編輯

本書は日本祇含畢曾の季刊﹁耐含畢﹂の第

四輯であって︑名つく昂に﹁東洋諸民族の

研究﹂とした︒民族の研究は糊り祇命単上

々が吾々の所有文化を考察するに訣くぺか

より重大なろ問題であるばかりでなく︑吾

らう︒本書は祁含翠的見地から︲民族問題

らざるものであることはいふ迄もないであ

に開係ある話論文か蒐め穴もので︑Ｉ小山隆

氏心安藤存一郎氏耐岡剛謙氏︑秋葉隆氏︑

村山智順氏︑王柴佳氏︲鈴木柴太郎氏其の

他の直筆なる研究物を載せてある︒勿論専

門的畢究の褒表ではあるが︑此の方而に興

菊版仮綴百七十除頁美本定償金八拾銭

ものであらう︒

味あり研究されつつある人々の一諭すぺき

四六版パンフレット美本六十頁定償金

税金四銭

む︒一讃を希望する所以である︒

り︑叉ロシアの共産主義の如きは建附級主

載拾銭税金試銭．

天地書房

溌行所東京市牛込匡若宮町二六

術闇

溌行所東京榊田厘駿河墓鈴木町七
︑一恩

涯珊

んとする祇脅主義の一涯である︒然るに此
の幽家証含主義は︑幽家主義を未するもの

義に立脚し心無産者のみの利益幸禰を計ら

の利益幸祁を完うする鰯の証含主義であ

して︑個人主義起原理とするもので︑個人

ろものの思想の如きは︑何れも其の根本と

て見れば・大衆蕊とか凧含民衆蕪等の未ず

が剛に輪入されて迩奉されて居るものに於

柾含民主螺の奉する所の耐愈主義︑之走我

いへぱ︒例へぱイギリスの努働糞ドイツの

最近の著しい思潮である︒従来耐命主義と

が︑其中にあって︑鯛家証倉主義小樫頭は

来つたことは既に何人も承知の通りである

畳と共に︑種々なろ祇愈主義が輸入勃興し

近吟我が幽民の祇倉思想への急激なる自

林葵未夫著

︵全一冊︶

園家賊曹主義と統制経済

︵前衛闇殿寄贈︶

ー シ一

ー 一 一 − ﾛ

、

、
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事業棄報
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下板橋製作所支金亘講演倉織祁埜吋咋日︶

日本精紳と世界各国：：：：⁝⁝：：：⁝・⁝⁝⁝：︒⁝：：⁝：⁝：⁝．：⁝郵密癖鎮遠藤隆吉氏

女子修養講座群か隷響

⁝⁝・・⁝：：：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝；⁝⁝⁝：：：：：：⁝：言．︒

我建風の精祁と浦洲問題⁝⁝⁝：：：：：；⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝：．：：⁝礎車中蛎奥卒俊燕氏

行鹿支書講演雪子月十七日︶

窪﹄一掘評誹韮右翼思想の一基本観念：：：︒⁝：：：⁝：⁝⁝：：：：⁝：：協賛奪員図府種徳氏

奮昌談話貧撚箪蓬

蕊源氏物語：︒⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝．：⁝⁝：

業

報

ー

￨

一○三精祁作興詔書十講渡遥小洋著一

一○四仙人壷物語古跡奪薯一

一○五治安維持法案反封論誹翻一一一獅著一

一○六婦人のたあ加藤恥撒著一

一○七本邦教育史概説吉田熊次著一
一○八西洋教育史概説吉田熊次著一

一○九主観道徳皐要旨藤井健次郎著一

二○警察の根本問題松井茂著一

一二東洋倫理畢遠藤隆吉著一

一二一孝道津柳政太郎著二
二三西洋哲肇史大西覗著二

一一四近世哲畢・史北吟吉著二
二
五
日本倫理桑編己
土屋弘氏寄贈大正十五年一月九日

二六皇朝言行録土屋弘著二
二七晩晴棲文妙土屋弘著六
二八晩晴模詩妙土屋弘著三

本曹所蔵

二九晩晴模集土屋弘著三

︲︐Ｉ

可︲頓︲０．→

一二○図民の新修養足立栗圃著一
一二一田園の文仕濫井築治郎著一
ｉｌ

︐１−１︐︲ｌ︲農１１︲︲１︐ｌ

ｌｌｌＩ

松卒直亮氏寄贈大正十五年一月九日

L

︲︲

一

︲１︲︲Ｉ

＝

番読書名編著者冊数

Ｉ日本弘道曾固書目録一境

番読書名編著者冊数
本雪所蔵
八三祇曾と園家高田保馬著一

八四市町村改良と征倉教育佐々木吉三郎著一

八五愛の法律と少年審判服部北浜著一
八六職含事業と方面委員制度小河滋次郎著一

八七牡含問題謄系河田嗣郎著一

八八婦人問題研究永井亨著一
八九大日本歴史有費長雄著二

九○図鵬新論黒板勝美著一

九一農村問題と封策河田嗣郎著一

九三新カント派の祇含主義観耐搾祇含問題研究一

九二公民教育の根本問題池岡直孝著一

九四農村問題講話鈴木文猫著一

九六現代の趨勢に封する倫理的批判吉田静致著一

九五我が固謄と固民道徳井上哲次郎著一

九七罪の子となる弐で前田誠孝著一
九八小作調停法大意末弘巌太郎著一

九九趣味の生物畢太田章一箸一

一○○成吉思汗は源義経也小谷部全郎著一

一○一古語拾遺︵英文︶加藤玄智著一

ｌ︲
１︲
︲１
ト１
ー１
︲︲

一○二婦人の力と帝圃の蒋永中川謙二郎著一
ﾛ

１

雑誌

咽則ｑ梱Ｐ

戸畢高橋義雄著一

大集成村田盤秋著一

子教遠藤隆杏著一

哲畢大島直治著一
志杢祁村上享締著一
理の研究橘惑勝著一

儒肇年表斯文曾細一

和大藤典三島︑大槻演野編一

師言行録高橋竹迷著一
修養百話彩光畢人編一
筒詩歌集祁馬御風編一
大峯高瀬代次郎著一

の人生大島正徳著一
園叢書松平直寡編一

説集稗敬俊著一

気日本弘猶含編一

到

一四六杢・
語誌義峰剛内野共著
叩論
垂明

太著
郎著一一
一四九
南南
紀紀土佐資料森彦太郎

一四道
七道
元元瀧師大内青舞碧
東著一
一四菩
八菩
提提達磨幽府犀東犀著

天著一
一五○
畢思想史忽滑谷快天快著
蝉蝉畢
談版一
一五一
松松
平平不昧徳松平家談家版
正志
志著
著一
杢叩含津正
一五二新
新
共著一
一五三
路踏
項項窟語妙小南審共審著

行著三
一五中
四中
朝朝事賞山鹿素行素著
樹著一
一五五
儒儒
門門精言西村茂樹茂著

近世日本
蘇峰著二
一茎へ図
唾
民錯
史 舜家康時代徳富蘇峰著

生江孝之氏寄贈大正十五年一月士一百

寄冒
①Ｑ
閃︒
一五七虐冨虐閃
ｇ︒
ｏ胃巳四厘︲厨昌ｏ日

工藤一記氏寄贈大正十五年一月十四日

一五八祇含事業綱要生江孝之著

一五九日本名家四書註稗全書
︾吉田静致氏寄贈大正十五年一月十七日

一六○現代と精祁生活吉田静致著

一六四圃燈と倫理吉田熊次著

一六三窪子高峰入畢受験提要富田浩著

吉田熊次氏寄贈大正十五年一月十七日

一六一道徳の原理吉田静致著
小博井上哲次郎著一

膳報鑑祁住正兄著一
史八講吉田東伍著一

一六二御成婚と精祁作興吉田熊次著

二一七

ヨ

史料松本愛重編一

叢談春陽堂編二

1

０○画ｑ

●

０１０．０口口００１

︲１１︲︲︲Ｉ︲︲︐；：１１１１︲１︐Ⅲ旧旧胆胆胆胆胆圃■ｑ●００︐．１︲１︲Ｉ︲︲︐︲︲・

１風１︐ｆｒ︲︲１︐１︐︑術ｉ︲︲！

一六五教育の根本観念吉田熊次著

コし

一一一一一一一一

寛宮￨管諜本教
愚畢本公識悪史嬢索､
和翁輝漢心鯉肇畢I

家略博閏光流細一

良寛相馬御風著一

二二

一

一

一

一

, 一 ̲ 司 口 一

一二二哲
一二三水
一二四哲
一二五孔
一二六倫
一二七立
一二八桃
一二九日
一三○新
一三一白
一三三良
一三四家
一三五思
一三六修
一三七無
一三八歴
一三九善
一四○維
一四一菅
一四二日
一四三園
一四四元
一四五大

I

一
一

一

編輯後記
○鼓に目出度も明治節走迎へ奉ることになった︒吾々八千戎の閏民
の程を奉戴し期行するの畳悟を新にせねばならぬであらう︒

求ろもの今更に不出世の大帝を偲び奉るにつけても︲其の御聖旨

○本競には明治節に因むものとして︑徳川衛長︑櫓子先生の玉稿︑
及前記念等の延長として︑服部博士︑及荒川代議士︑涛地女史ｂ足立

講師︑繁田評議員︑宮本氏等の王稿を頂くことが出来︑更に流洲問
題に因めるものとしては︑猶家先生及岡崎氏等の玉稿知蕊へれば其
の讃むぺきもの多く︑何れも現下亜大問題を一冊に股めたろ充没さ
か稀することが出来よう︒

○本溌にて乗ての本愈策三十三回定期総含の諮問案たる﹁園民糖抑
作興上本命の探るぺき適切なろ方策如何﹂に就て各支倉よりの川答
を掲載することが出来て何よりであった︒吾忽は以て参考とすぺき
であらう︒

○来月擁たる本年悼足の弘道は︑既報の如く附鋒として昭和七年十
一月現亦の含員名薄走以てする総め︑一般誠物ば止むなく減ぜざろ

を得ないこと走御諒承願びたい︒目下着々準備中にて成るぺく早く
同読は諸君の御手元へ差上げたいと努力して居る次第である︒
．○一般御寄稿は十二月を休んで頂き︑新年銃のために振って御願ひ
致したいものである︒
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